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対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対
象にしています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
テキストのタイプ

説明

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールド ラベルなどの GUI 要素は、イタ
リック体（italic）で示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルなどのメイ
ン タイトルは、ボールド体（bold）で示しています。

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって
表示されるテキストは、courier フォントで示しています。
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はじめに
はじめに

テキストのタイプ

説明

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、this fontで示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（this font）で示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで
囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、
縦棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しませ
ん。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされま
す。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示してい
ます。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲ん
で示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、
コメント行であることを示します。

（注）

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ワンポイント アドバイ
ス

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき
ます。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。
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はじめに
関連 Cisco UCS 資料

警告

安全上の重要な注意事項
この警告マークは「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されていま
す。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に
留意してください。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の
安全についての警告を参照してください。
これらの注意事項を保存しておいてください

関連 Cisco UCS 資料
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの完全なリストについては、以下の URL で入手可能な『Cisco
UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してください。https://www.cisco.com/c/en/
us/td/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/UCS_roadmap.html
すべての C-Series マニュアルの完全なリストについては、次の URL で入手可能な「『Cisco
UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』」を参照してください。https://www.cisco.com/c/
en/us/td/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/ucs_rack_roadmap.html
管理用の UCS Manager と統合されたラック サーバでサポートされるファームウェア バージョ
ンとサポートされる UCS Manager バージョンについては、「Release Bundle Contents for Cisco
UCS Software」を参照してください。
その他のマニュアル リソース
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。
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1

章

概要
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバの概要 （1 ページ）
• サーバ ソフトウェアの概要 （2 ページ）
• Cisco Integrated Management Controller （2 ページ）
• Cisco IMC CLI （4 ページ）

Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバの概要
Cisco UCS 3260 は、M3 または M4 または M5 サーバ ノードを 2 台搭載した、モジュール型の
高密度のストレージ サーバで、ビッグデータ、クラウド、オブジェクト ストレージ、コンテ
ンツ配信などの環境で使用される大規模なデータセット用に最適化されています。
UCS 3260 シャーシは、次のモジュールで構成されるモジュラ アーキテクチャです。
• ベース シャーシ：ホットプラグ可能冗長電源ユニット 4 つ、ホットプラグ可能冗長ファン
8 つを搭載、レール キット付属。
• サーバ ノード：1 台または 2 台の M3 または M4 サーバ ノードごとに、2 つの CPU、128
GB、256 GB、または 512 GB の DIMM メモリ、およびパススルー コントローラまたは 1
GB/4 GB のキャッシュを持つ RAID カードを選択・搭載可能。
• システム I/O コントローラ（SIOC）：1 つまたは 2 つのシステム I/O コントローラ（それ
ぞれ 1300 シリーズ統合型仮想インターフェイス機能を搭載）。
• オプションのドライブ拡張ノード：Large Form Factor（LFF）3.5 インチ ドライブ（容量を
選択可能）。
• ソリッド ステート ドライブ：最大 14 台のソリッド ステート ディスク（SSD）（容量：
400 GB、800 GB、1.6 TB、3.2 TB）。これらは、以前にサポートされていたトップロー
ディング LFF HDD に置き換わるものです。
• ソリッドステート ブート ドライブ：M3 または M4 サーバ ノードあたり最大 2 つの SSD。
M4 サーバ ノードで、ブート ドライブは、サーバ ノードの RAID コントローラに接続さ
れているハードウェア RAID をサポートします。
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概要
サーバ ソフトウェアの概要

• I/O エクスパンダ：2 つの PCIe 拡張スロットと最大 2 つの NVMe SSD を搭載した 1 つのス
トレージ mezz スロットが提供されます。
エンタープライズクラスの UCS 3260 ストレージ サーバは、4U フォーム ファクタで Cisco
Unified Computing System のポートフォリオ機能を拡張し、パフォーマンス、柔軟性、効率性を
同時に実現します。

（注）

M3 サーバ ノードには、Intel E5-2600 V2 CPU と DDR-3 DIMM が搭載されています。M4 サー
バ ノードには、Intel E5-2600 v4 CPU と DDR-4 DIMM が搭載されています。

サーバ ソフトウェアの概要
Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバには Cisco IMC ファームウェアが付属していま
す。
Cisco IMC ファームウェア
Cisco IMC は、マザーボードに組み込まれている独立した管理モジュールです。専用の ARM
ベースのプロセッサが、メイン サーバ CPU とは別に、Cisco IMC ファームウェアを実行しま
す。システムには Cisco IMC ファームウェアの実行バージョンが付属しています。Cisco IMC
ファームウェアは更新できますが、初期インストールは必要ではありません。
サーバ OS
Cisco UCS C シリーズ ラック サーバは、Windows、Linux、Oracle などのオペレーティング シ
ステムをサポートします。サポートされているオペレーティング システムの詳細については、
スタンドアロン C シリーズ サーバのハードウェアおよびソフトウェア相互運用性
（http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html）を参照してくだ
さい。KVM コンソールおよび vMedia を使ってサーバに OS をインストールするために、Cisco
IMC を使用できます。

Cisco Integrated Management Controller
Cisco IMC は、C シリーズ サーバ用の管理サービスです。Cisco IMC はサーバ内で実行されま
す。

（注）

Cisco IMC 管理サービスは、サーバがスタンドアロン モードで動作している場合にだけ使用さ
れます。C シリーズ サーバが UCS システムに統合されている場合は、UCS Manager を使用し
てそのサーバを管理する必要があります。UCS Manager の使用方法については、
http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc の『Cisco UCS B-Series Servers Documentation
Roadmap』にリストされた設定ガイドを参照してください。
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Cisco Integrated Management Controller

管理インターフェイス
Web ベースの GUI または SSH ベースの CLI または XML ベースの API を使用して、サーバに
アクセスし、サーバを設定、管理、モニタできます。ほとんどすべてのタスクは、これらのイ
ンターフェイスのいずれでも実行できます。また、一方のインターフェイスで実行されたタス
クの結果は、もう一方のインターフェイスにも表示されます。ただし、次の操作はできませ
ん。
• Cisco IMC CLI を呼び出すために Cisco IMC GUI を使用する
• Cisco IMC CLI で呼び出したコマンドを Cisco IMC GUI に表示する
• Cisco IMC GUI から Cisco IMC CLI 出力を生成する
Cisco IMC で実行可能なタスク
Cisco IMC を使用すると次のサーバ管理タスクを実行できます。
• サーバの電源のオン、電源のオフ、電源再投入、リセット、およびシャットダウンを行う
• ロケータ LED を切り替える
• BIOS の設定
• サーバのブート順を設定する
• サーバのプロパティとセンサーを表示する
• リモート プレゼンスを管理する
• ローカル ユーザ アカウントを作成して管理し、Active Directory によるリモート ユーザの
認証をイネーブルにする
• NIC プロパティ、IPv4、VLAN、ネットワーク セキュリティなど、ネットワーク関連の設
定を行う
• HTTP、SSH、IPMI Over LAN、SNMP などのコミュニケーション サービスを設定する
• 証明書を管理する
• プラットフォーム イベント フィルタを設定する
• Cisco IMC ファームウェアを更新する
• 障害、アラーム、およびサーバのステータスをモニタする
• タイム ゾーンを設定しローカル タイムを表示する
• Cisco IMC ファームウェアをインストールしてアクティブにする
• BIOS ファームウェアをインストールしてアクティブにする
• CMC ファームウェアをインストールしてアクティブにする
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Cisco IMC CLI

オペレーティング システムやアプリケーションのプロビジョニングや管理はできない
Cisco IMC はサーバのプロビジョニングを行うため、サーバのオペレーティング システムの下
に存在します。したがって、サーバでオペレーティング システムやアプリケーションのプロビ
ジョニングや管理を行うためにこれを使用することはできません。たとえば、次の操作を実行
することはできません。
• Windows や Linux などの OS の展開
• OS やアプリケーションなどのソフトウェアに対するパッチの展開
• アンチウイルス ソフトウェア、モニタリング エージェント、バックアップ クライアント
などのベース ソフトウェア コンポーネントのインストール
• データベース、アプリケーション サーバ ソフトウェア、Web サーバなどのソフトウェア
アプリケーションのインストール
• Oracle データベースの再起動、プリンタ キューの再起動、または Cisco IMC 以外のユーザ
アカウントの処理を含むオペレータ処理の実行
• SAN や NAS ストレージ上の外部ストレージの設定または管理

Cisco IMC CLI
Cisco IMC CLI は、Cisco UCS C シリーズ サーバのコマンドライン管理インターフェイスです。
SSH または Telnet を使用し、ネットワークを介して Cisco IMC CLI を起動し、サーバを管理で
きます。
CLI のユーザ ロールは、admin、user（制御は可能、設定は不可）、および read-only のいずれ
かになります。

（注）

admin パスワードが失われたために回復する必要がある場合には、ご使用のプラットフォーム
の Cisco UCS C シリーズ サーバ インストールおよびサービス ガイドを参照してください。

コマンド モード
CLI のコマンド モードは階層構造になっており、EXEC モードがこの階層の最高レベルとなり
ます。高いレベルのモードは、低いレベルのモードに分岐します。scope コマンドを使用する
と、高いレベルのモードから 1 つ低いレベルのモードに移動し、exit コマンドを使用すると、
モード階層内の 1 つ高いレベルに移動します。top コマンドを実行すると、EXEC モードに戻
ります。
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コマンド モード表

（注）

ほとんどのコマンド モードは、管理対象オブジェクトに関連付けられています。scope コマン
ドを実行すると、管理対象オブジェクトは作成されず、管理対象オブジェクトがすでに存在す
るモードにアクセスできるだけです。
各モードには、そのモードで入力できるコマンドのセットが含まれています。各モードで使用
できるほとんどのコマンドは、関連付けられた管理対象オブジェクトに関係しています。割り
当てられているロールによっては、あるモードで使用できるコマンドのサブセットにしかアク
セスできない場合があります。アクセスできないコマンドは非表示になります。
各モードの CLI プロンプトには、モード階層における現在のモードまでのフルパスが表示され
ます。これにより、コマンド モード階層での現在位置がわかりやすくなります。また、階層内
を移動する必要がある場合には、非常に便利な機能です。

コマンド モード表
次の表に、最初の 4 レベルのコマンド モード、各モードへのアクセスに使用するコマンド、お
よび各モードに関連付けられている CLI プロンプトを示します。
モード名

アクセスするコマンド

モード プロンプト

EXEC

任意のモードから top コマン
ド

#

EXEC モードからの scope
server index コマンド

/server #

server

bios

サーバ モードからの scope bios /server/bios #
コマンド

advanced

BIOS モードからの scope
advanced コマンド

main

BIOS モードからの scope main /server/bios/main #
コマンド

server-management

BIOS モードからの scope
server-management コマンド

/server/bios/server-management #

boot-device

BIOS モードからの scope
boot-device コマンド

/server/bios/boot-device #

bmc

firmware

/server/bios/advanced #

サーバ モードからの scope bmc /server/bmc #
コマンド
bmc モードからの scope
firmware コマンド

/server/bios/bmc #
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コマンド モード表

モード名

アクセスするコマンド

モード プロンプト

import-export

bmc モードからの scope
import-export コマンド

/server/bios/import-export #

network

bmc モードからの scope
network コマンド

/server/bios/network #

power-restore-policy

/server/bios/power-restore-policy
bmc モードからの scope
power-restore-policy コマンド #

kvm

サーバ モードからの scope
kvm コマンド

/server/kvm #

ipmi

サーバ モードからの scope
ipmi コマンド

/server/ipmi #

dimm-blacklisting

サーバ モードからの scope
dimm-blacklisting コマンド

/server/dimm-blacklisting #

reset-ecc

サーバ モードからの scope
reset-ecc コマンド

/server/reset-ecc #

sel

サーバ モードからの scope sel /サーバ/sel #
コマンド

sol

サーバ モードからの scope sol /server/sol #
コマンド

vmedia

サーバ モードからの scope
vmedia コマンド

/server/vmedia #

certificate

EXEC モードから scope
certificate コマンド

/certificate #

fault

EXEC モードから scope fault コ /fault #
マンド

http

EXEC モードから scope http コ /http #
マンド

ldap

EXEC モードから scope ldap コ /ldap #
マンド

binding

ldap モードからの scope
binding コマンド

/ldap/binding #

dns-search

ldap モードからの scope
dns-search コマンド

/ldap/dns-search #
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コマンド モード表

モード名

アクセスするコマンド

モード プロンプト

ldap-group-rule

ldap モードからの scope
ldap-group-rule コマンド

/ldap/ldap-group-rule #

ldap-server

ldap モードからの scope
ldap-server コマンド

/ldap/ldap-server #

role-group

ldap モードからの cope
role-group コマンド

/ldap/role-group #

EXEC モードからの scope
network コマンド

/network #

ネットワーク モードからの
scope ipblocking コマンド

/network/ipblocking #

network

ipblocking

chassis

EXEC モードから scope chassis /chassis #
コマンド
シャーシ モードから scope
adapter index コマンド

/chassis/adapter #

host-eth-if

アダプタ モードから scope
host-eth-if コマンド

/chassis/adapter/host-eth-if #

host-fc-if

アダプタ モードから scope
host-fc-if コマンド

/chassis/adapter/host-fc-if #

port-profiles

アダプタ モードから scope
port-profiles コマンド

/chassis/adapter/port-profiles #

vmfex

アダプタ モードから scope
vmfex index コマンド

/chassis/adapter/vmfex #

シャーシ モードからの scope
adapter index コマンド

/chassis/cmc #

ipmi

cmc モードからの scope ipmi
コマンド

/chassis/cmc/ipmi #

network

cmc モードからの scope
network コマンド

/chassis/cmc/network #

firmware

シャーシ モードからの scope
firmware コマンド

/chassis/firmware #

import-export

シャーシ モードからの scope
import-export コマンド

/chassis/import-export #

adapter

cmc
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概要
コマンド モード表

モード名
log

server

アクセスするコマンド

モード プロンプト

シャーシ モードからの scope
log コマンド

/chassis/log #

ログ モードからの scope server /chassis/log/server #
コマンド
シャーシからの scope
sas-expander index コマンド

/chassis/sas-expander #

sas-expander モードからの
scope phy-stats コマンド

/chassis/sas-expander/phy-stats #

シャーシ モードからの scope
server index コマンド

/chassis/server #

storageadapter

サーバ モードからの scope
storageadapter コマンド

/chassis/server/storageadapter #

dimm-summary

サーバ モードからの scope
dimm-summary コマンド

/chassis/server/dimm-summary #

シャーシ モードからの scope
tech-support コマンド

/chassis/tech-support #

sas-expander

phy-stats

server

tech-support

sensor

EXEC モードから scope sensor /sensor #
コマンド

snmp

EXEC モードから scope snmp
コマンド

/snmp #

trap-destinations

snmp モードから scope
trap-destinations コマンド

/snmp/trap-destinations #

v3users

snmp モードから scope v3users /snmp/v3users #
コマンド

ssh

EXEC モードから scope ssh コ /ssh #
マンド

time

EXEC モードからの scope time /time #
コマンド

ntp

user

時間モードからの scope ntp コ /time/ntp #
マンド
EXEC モードから scope user
user-number コマンド

/user #
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概要
コマンドの実行

モード名

アクセスするコマンド

モード プロンプト

user-policy

EXEC モードからの scope
user-policy コマンド

/user-policy #

user-session

EXEC モードから scope
user-session session-number コ
マンド

/user-session #

xmlapi

EXEC モードから scope xmlapi /xmlapi #
コマンド

コマンドの実行
任意のモードで Tab キーを使用することで、コマンド入力を完了できます。コマンド名の一
部を入力して Tab を押すと、コマンド全体が表示されるか、または別のキーワードを選択す
るか引数値を入力する必要があるところまで表示されます。

コマンド履歴
CLI では、現在のセッションで使用したすべてのコマンドが保存されます。↑キーまたは↓キー
を使用すると、これまでに使用したコマンドを 1 つずつ表示できます。↑キーを押すと履歴内
の直前のコマンドが、↓キーを押すと履歴内の次のコマンドが表示されます。履歴の最後に到
達すると、下矢印キーを押しても次のコマンドが表示されなくなります。
履歴内のすべてのコマンドは、履歴を1つずつ表示して目的のコマンドを再度呼び出し、Enter
を押すだけでもう一度実行することができます。このコマンドは手動で入力したように表示さ
れます。また、コマンドを再度呼び出した後、Enter を押す前にコマンドを変更することもで
きます。

保留コマンドのコミット、廃棄、および表示
CLI でコンフィギュレーション コマンドを入力する場合、commit コマンドを入力するまで、
そのコマンドは適用されません。コミットされるまで、コンフィギュレーション コマンドは保
留状態となり、discard コマンドを入力して廃棄できます。保留中のコマンドについては、アス
タリスク（*）がコマンド プロンプトの前に表示されます。この例に示すように、commit コマ
ンドを入力するとそのアスタリスクは消えます。
Server# scope chassis
Server /chassis # set locator-led off
Server /chassis *# commit
Server /chassis #

複数のコマンド モードで保留中の変更を積み重ね、commit コマンド 1 つでまとめて適用でき
ます。任意のコマンド モードで show configuration pending コマンドを入力して、保留中のコマ
ンドを表示できます。
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概要
コマンド出力形式

（注）

複数のコマンドをまとめてコミットするのは、アトミック操作ではありません。失敗したコマ
ンドがあっても、成功したコマンドは適用されます。失敗したコマンドはエラー メッセージで
報告されます。

コマンド出力形式
ほとんどの CLI show コマンドでは、オプションの detail キーワードを指定でき、出力情報は表
ではなくリスト形式で表示されます。detail キーワードを使用すると、出力情報を表示するた
めの 2 つの表示形式のいずれかを設定できます。次の形式を選択できます。
• Default：簡単に確認できるよう、コマンド出力はコンパクト リストで表示されます。
次に、デフォルト形式のコマンド出力例を示します。
Server /chassis # set cli output default
Server /chassis # show hdd detail
Name HDD_01_STATUS:
Status : present
Name HDD_02_STATUS:
Status : present
Name HDD_03_STATUS:
Status : present
Name HDD_04_STATUS:
Status : present
Server /chassis #

• YAML：スクリプトによる解析を簡単に行うため、コマンド出力は、定義された文字列で
区切られた YAML（YAML Ain't Markup Language）データ シリアル化言語で表示されま
す。
次に、YAML 形式のコマンド出力例を示します。
Server /chassis # set cli output yaml
Server /chassis # show hdd detail
--name: HDD_01_STATUS
hdd-status: present
--name: HDD_02_STATUS
hdd-status: present
--name: HDD_03_STATUS
hdd-status: present
--name: HDD_04_STATUS
hdd-status: present
...
Server /chassis #
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概要
CLI に関するオンラインヘルプ

YAML の詳細については、http://www.yaml.org/about.html を参照してください。
ほとんどの CLI コマンド モードで、set cli output default を入力してデフォルト形式を設定す
るか、set cli output yaml を入力して YAML 形式を設定することができます。

CLI に関するオンラインヘルプ
いつでも ? 文字を入力して、コマンド構文の現在の状態で使用可能なオプションを表示するこ
とができます。
プロンプトに何も入力しなかった場合、? と入力すると、現在のモードで使用できるコマンド
がすべて表示されます。コマンドの一部を入力した後に ? と入力すると、コマンド構文の現在
位置で使用できるキーワードと引数がすべて表示されます。

Cisco IMC へのログイン
手順

ステップ 1 コンソール ポートに接続します。
ステップ 2 未設定のシステムに対する初めてログインする場合は、ユーザ名に admin、パスワードに
password を使用します。
CLI に初めてログインする場合は、次のようになります。
• Cisco IMC Web UI または CLI でデフォルトの管理者クレデンシャルを変更するまでは、操
作を実行できません。
（注）

Cisco IMC のバージョン 1.5(x) または 2.0(1) から最新のバージョンにアップグレード
するか、または初期設定へのリセットを行った場合、最初のログイン時に Cisco IMC
はパスワードの変更を求めます。新しいパスワードとして単語「password」を選択す
ることはできません。実行するスクリプトでこの制限が問題になる場合は、ユーザ管
理オプションに再びログインしてパスワードを password に変更できますが、これに
伴うリスクは完全に自分の責任となります。シスコでは推奨していません。

例
次に、Cisco IMC に初めてログインする例を示します。
Login as # admin
admin10.101.255.255's password # password
***********************WARNING*******************
Default credentials were used for login.
Administration passwords needs to be changed for security purpose.
********************************************************************
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概要
Cisco IMC へのログイン

Enter current password # abcxyz
Re-enter new password # abcxyz
Updating password...
Password updated successfully.
Server #
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章

サーバ OS のインストール
この章は、次の項で構成されています。
• OS のインストール方法 （13 ページ）
• KVM コンソール （13 ページ）
• PXE インストール サーバ （14 ページ）
• USB ポートからのオペレーティング システムの起動 （16 ページ）

OS のインストール方法
C シリーズ サーバは、複数のオペレーティング システムをサポートしています。インストー
ルされている OS に関係なく、次のいずれかのツールを使用してサーバにインストールできま
す。
• KVM コンソール
• PXE インストール サーバ

KVM コンソール
KVM コンソールは Cisco IMC からアクセス可能なインターフェイスであり、サーバへのキー
ボード、ビデオ、マウス（KVM）の直接接続をエミュレートします。KVMコンソールを使用
すると、リモートの場所からサーバに接続できます。
サーバに物理的に接続された CD/DVD ドライブまたはフロッピー ドライブを使用する代わり
に、KVM コンソールは仮想メディアを使用します。これは、仮想 CD/DVD ドライブまたはフ
ロッピー ドライブにマップされる実際のディスク ドライブまたはディスク イメージ ファイル
です。次のいずれでも仮想ドライブにマップできます。
• コンピュータ上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• コンピュータ上のディスク イメージ ファイル（ISO または IMG ファイル）
• コンピュータ上の USB フラッシュ ドライブ
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サーバ OS のインストール
KVM コンソールを使用した OS のインストール

• ネットワーク上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• ネットワーク上のディスク イメージ ファイル（ISO または IMG ファイル）
• ネットワーク上の USB フラッシュ ドライブ
KVM コンソールを使用してサーバに OS をインストールできます。

（注）

S3260 ストレージ サーバに KVM コンソールを正常に設定するには、Cisco IMC、CMC および
BMC コンポーネントの IP アドレスを設定する必要があります。CLI インターフェイスまたは
Web UI を使用してこれらのコンポーネントの IP アドレスを設定できます。CLI の場合は、コ
マンド scope network を使用するか、または scope <chassis/server1/2><cmc/bmc><network> を使
用して設定を表示します。
Web インターフェイスでネットワーク コンポーネントの IP アドレスを設定するには、「ネッ
トワーク関連の設定」の項に記載する手順を参照してください。

（注）

KVM コンソールの操作には、GUI 以外は使用できません。KVM コンソールの起動手順につい
ては、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management Controller GUI Configuration Guide』
を参照してください。

KVM コンソールを使用した OS のインストール
KVM コンソールは GUI によってのみ操作されるため、CLI を使用してサーバ OS をインストー
ルすることはできません。KVM コンソールを使用して OS をインストールするには、『Cisco
UCS C-Series Servers Integrated Management Controller GUI Configuration Guide』の「Installing an
OS Using the KVM Console」の項の手順に従います。

（注）

Linux、VMware、および Windows のインストールの詳細なガイドについては、次の URL を参
照してください。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_installation_and_
configuration_guides_list.html

PXE インストール サーバ
Preboot Execution Environment（PXE）インストール サーバを使用すると、クライアントはリ
モートの場所から OS をブートおよびインストールできます。この方法を使用するには、PXE
環境が設定されていて、VLAN（通常は専用のプロビジョニング VLAN）で使用できるように
なっている必要があります。さらに、サーバがネットワークからブートするように設定されて
いる必要があります。サーバは、ブートすると、PXE 要求をネットワーク経由で送信します。
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サーバ OS のインストール
PXE インストール サーバを使用した OS のインストール

PXE インストール サーバは、この要求に応答確認し、サーバに OS をインストールするイベン
トのシーケンスを開始します。
PXE サーバは、インストール ディスク、ディスク イメージ、またはスクリプトを使用して、
OS をインストールできます。また、独自のディスク イメージを使用して、OS、追加コンポー
ネント、またはアプリケーションをインストールすることもできます。

（注）

PXE インストールは、多数のサーバに OS をインストールする場合に効率のよい方法です。た
だし、この方法を使用するには PXE 環境をセットアップする必要があることを考えると、他
のインストール方法を使用する方が簡単な場合があります。

PXE インストール サーバを使用した OS のインストール
始める前に
• VLAN 経由でサーバに到達できることを確認します。
• OS をインストールするには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要がありま
す。
手順

ステップ 1 PXE のブート順を最初に設定します。
ステップ 2 サーバをリブートします。
VLAN で PXE インストール サーバを使用できる場合は、サーバが再起動するとインストール
プロセスが開始します。通常、PXE インストールは自動化されており、追加のユーザ入力を必
要としません。残りのインストール プロセスについては、インストールしている OS のインス
トレーション ガイドを参照してください。

次のタスク
OS のインストールが完了したら、LAN のブート順を元の設定にリセットします。ソフトウェ
アの相互運用性とドライバの互換性を含め、常に OS ベンダ推奨の設定に従うようにします。
ドライバの推奨事項とインストールについて詳しくは、こちらの Cisco UCS ハードウェア互換
性リストに従ってください。
https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/
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サーバ OS のインストール
USB ポートからのオペレーティング システムの起動

USB ポートからのオペレーティング システムの起動
すべての Cisco UCS C シリーズ サーバでは、サーバ上の任意の USB ポートからオペレーティ
ング システムを起動できます。ただし、USB ポートから OS を起動する前に、いくつかのガイ
ドラインを考慮する必要があります。
• ブート順序の設定を保持するために、内部 USB ポートを使って OS を起動することをお勧
めします。
• USB ポートから OS を起動する前に、そのポートを有効にしておく必要があります。
デフォルトでは、USB ポートは無効になっています。USB ポートを無効化している場合、
そこから OS を起動する前に有効にする必要があります。無効化された USB ポートを有効
にする方法については、サーバ固有のインストールおよびサービス ガイドにある『内部
USB ポートの有効化または無効化』のトピックを参照してください。次のリンクを利用で
きます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/prod_installation_guides_list.html.
• USB ポートから OS を起動した後、その USB ソースからサーバが毎回ブートするよう、
下位レベルのブート順序を設定する必要があります。
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章

シャーシの管理
この章は、次の項で構成されています。
• シャーシ プロパティの表示 （17 ページ）
• シャーシ管理タスク （24 ページ）
• ダイナミック ストレージの管理 （31 ページ）

シャーシ プロパティの表示
シャーシ サマリーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show detail

シャーシのプロパティを表示します。

例
この例では、シャーシのプロパティが表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis # show detail
Chassis:
Serial Number: FOX1843G9EM
Product Name: UCS S3260
PID : UCSC-C3X60-BASE
Front Panel Locator LED: on
Description:
CMC-1 State: Active
CMC-2 State: Standby
Server /chassis #
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シャーシの管理
CMC ファームウェア バージョンの表示

CMC ファームウェア バージョンの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show cmc

CMC ファームウェアのバージョンが表
示されます。

例
この例では、CMC ファームウェアのバージョンが表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis # show cmc
ID
Name
Serial Number
----- ---------- ------------1
CMC1
2
CMC2

Update Stage
-----------NONE
NONE

Update Progress
--------------100
100

Current FW Version
-----------------2.0(6.79)
2.0(6.79)

Server /chassis #

LED の詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show led

シャーシのレベルでの LED の詳細を表
示します。

例
この例では、シャーシ レベルの LED の詳細が表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis # show led
LED Name
LED State
------------------------- ---------CHS_FP_LED_ID
FAST BLINK
LED_HLTH_STATUS
ON
LED_PSU_STATUS
ON
LED_TEMP_STATUS
ON
LED_FAN_STATUS
ON

LED Color
-------BLUE
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
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シャーシの管理
シャーシ上のサーバの詳細の表示

SERVER1_FP_ID_LED
SERVER2_FP_ID_LED
OVERALL_DIMM_STATUS

OFF
OFF
ON

BLUE
BLUE
GREEN

Server /chassis #

シャーシ上のサーバの詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show server

シャーシ上のサーバの高いレベルの詳細
が表示されます。

例
この例では、シャーシ上のサーバの高いレベルの詳細が表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis # show server
Server ID Power Serial Number Product Name

PID

UUID

--------- ----- ------------- ------------- --------------------------------------------------1
on
FCH1848794D
UCS C3160
UCSC-C3X60-SVRNB
60974271-A514-484C-BAE3-A5EE4FD16E06
2
on
FCH183978RD
UCS C3160
UCSC-C3X60-SVRNB
207BD0D4-C589-40C1-A73E-EF6E7F773198
Server /chassis #

物理ドライブのプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # scope dynamic-storage

ダイナミック ストレージ コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/dynamic-storage # scope
physical-drivedrive number

物理ドライブ コマンド モードを開始し
ます。
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シャーシの管理
物理ドライブのプロパティの表示

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

Server
物理ドライブの詳細が表示されます。
/chassis/dynamic-storage/physical-drive #
show detail

ステップ 5

Server
ダイナミック ストレージ コマンド モー
/chassis/dynamic-storage/physical-drive # ドを終了します。
exit

ステップ 6

Server /chassis/dynamic-storage # scope
physical-drive-fw drive number

ステップ 7

Server
物理ドライブのファームウェアの詳細
/chassis/dynamic-storage/physical-drive-fw が表示されます。
# show detail

ステップ 8

Server
ダイナミック ストレージ コマンド モー
/chassis//dynamic-storage/physical-drive-fw ドを終了します。
# exit

ステップ 9

Server /chassis/dynamic-storage # scope
physical-drive-link drive number

ステップ 10

Server
物理ドライブのリンクの詳細が表示さ
/chassis/dynamic-storage/physical-drive-link れます。
# show detail

ステップ 11

Server
ダイナミック ストレージ コマンド モー
/chassis/dynamic-storage/physical-drive-link ドを終了します。
# exit

ステップ 12

Server /chassis/dynamic-storage # scope
physical-slot-owner drive number

ステップ 13

Server
物理ドライブに割り当てられるサーバ
/chassis//dynamic-storage/physical-slot-owner の詳細を表示します。
# show detail

物理ドライブ ファームウェア コマンド
モードを開始します。

物理ドライブ リンク コマンド モード
を開始します。

物理スロット オーナーシップ コマンド
モードを開始します。

例
次の例では、物理ドライブのプロパティを表示します。
Viewing Physical Drive Properties
Server# scope chassis
Server /chassis # scope dynamic-storage
Server /chassis/dynamic-storage # scope physical-drive 1
Server /chassis/dynamic-storage/physical-drive # show detail
Slot 1:
Ownership: server1
Health: good
Vendor: TOSHIBA
Product ID: MG03SCA400
Product Rev Level: 5702
Size: 3.63 TB
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Serial Number: 94E0A0T9FVU4
svbu-huu-sanity-col2-1-vcmc /chassis/dynamic-storage/physical-drive #
Viewing Firmware Details
Server /chassis/dynamic-storage/physical-drive # exit
Server /chassis/dynamic-storage # scope physical-drive-fw 1
Server /chassis/dynamic-storage/physical-drive-fw # show detail
Slot 1:
Vendor: TOSHIBA
Product ID: MG03SCA400
Current_FW: 5702
Update Stage: NONE
Update Progress: 0
Server /chassis/dynamic-storage/physical-drive-fw #
Viewing Link Details
Server /chassis/dynamic-storage/physical-drive # exit
Server /chassis/dynamic-storage # scope physical-drive-link 1
Server /chassis/dynamic-storage/physical-drive-link # show detail
Slot 1:
Ownership: server1
EX1 Link: 6.0 Gb
EX2 Link: 6.0 Gb
SAS Adddress 1: 50000395c8d2a1fe
SAS Adddress 2: 50000395c8d2a1ff
Server /chassis/dynamic-storage/physical-drive-link #
Viewing the slot owernship
Server /chassis/dynamic-storage/physical-drive-link # exit
Server /chassis/dynamic-storage # scope physical-slot-owner 1
Server /chassis/dynamic-storage/physical-drive-link # show detailSlot 1:
Ownership: server1
Server /chassis/dynamic-storage/physical-slot-owner #

Cisco VIC アダプタ プロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show adapter

シャーシ上のサーバの高いレベルの詳細
が表示されます。

ステップ 3 Server /chassis # show adapter detail

シャーシ上のサーバの高いレベルの詳細
が表示されます。

例
この例では、Cisco 仮想インターフェイス カードのプロパティの高いレベルの詳細が
表示されます。
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Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
Server ID Power Serial Number Product Name

PID

UUID

--------- ----- ------------- ------------- --------------------------------------------------1
on
FCH1848794D
UCS S3260M4
UCSC-C3X60-SVRNB
60974271-A514-484C-BAE3-A5EE4FD16E06
2
on
FCH183978RD
UCS S3260M4
UCSC-C3X60-SVRNB
207BD0D4-C589-40C1-A73E-EF6E7F773198
Server /chassis # show adapter detail
SIOC Slot 1:
Product Name: UCSS-S3260-SIOC
Serial Number: FCH18467P0U
Product ID: UCSC-C3260-SIOC
Adapter Hardware Revision:
Current FW Version: 4.0(300.76)
VNTAG: Disabled
FIP: Enabled
LLDP: Enabled
Configuration Pending: no
Cisco IMC Management Enabled: yes
VID: V00
Vendor: Cisco Systems Inc
Description:
Bootloader Version: 4.0(300.76)
FW Image 1 Version: 4.0(300.76)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 4.0(300.71)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
FW Update Status: Idle
FW Update Error: No error
FW Update Stage: No operation (0%)
FW Update Overall Progress: 0%
SIOC Slot 2:
Product Name: UCSS-S3260-SIOC
Serial Number: FCH18467P16
Product ID: UCSC-C3260-SIOC
Adapter Hardware Revision:
Current FW Version: 4.0(300.61)
VNTAG: Disabled
FIP: Enabled
LLDP: Enabled
Configuration Pending: no
Cisco IMC Management Enabled: yes
VID: V00
Vendor: Cisco Systems Inc
Description:
Bootloader Version: 4.0(300.61)
FW Image 1 Version: 4.0(300.61)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 4.0(300.51)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
FW Update Status: Idle
FW Update Error: No error
FW Update Stage: No operation (0%)
FW Update Overall Progress: 0%
Server /chassis #
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電源のプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show psu

シャーシの各電源のプロパティを表示し
ます。

ステップ 3 Server /chassis # show psu detail

シャーシの各電源のプロパティを表示し
ます。

例
この例では、シャーシの各電源のプロパティが表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis # show psu
Name
In. Power (Watts)

Out. Power (Watts)

Firmware

Status

Product ID

---------- -------------------- -------------------- -------- ---------- ---------------PSU1

101

79

10062012 Present

UCSC-PSU1-1050W

PSU2

89

73

10062012 Present

UCSC-PSU1-1050W

PSU3

96

79

10062012 Present

UCSC-PSU1-1050W

PSU4

92

82

10062012 Present

UCSC-PSU1-1050W

Server /chassis # show psu detail
Name PSU1:
In. Power (Watts): 100
Out. Power (Watts): 77
Firmware : 10062012
Status : Present
Product ID : UCSC-PSU1-1050W
Name PSU2:
In. Power (Watts): 89
Out. Power (Watts): 75
Firmware : 10062012
Status : Present
Product ID : UCSC-PSU1-1050W
Name PSU3:
In. Power (Watts): 96
Out. Power (Watts): 81
Firmware : 10062012
Status : Present
Product ID : UCSC-PSU1-1050W
Name PSU4:
In. Power (Watts): 91
Out. Power (Watts): 77
Firmware : 10062012
Status : Present
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Product ID : UCSC-PSU1-1050W
Server /chassis #

シャーシ管理タスク
シャーシの前面ロケータ LED の切り替え
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # set front-locator-led {on シャーシ ロケータ LED をイネーブルま
| off}
たはディセーブルにします。
ステップ 3 Server /chassis # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、シャーシ ロケータ LED をディセーブルにして、トランザクションをコミット
する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # set front-locator-led off
Server /chassis *# commit
Server /chassis #

サーバ コンポーネントのファームウェアの更新
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバをリ
セットしないでください。
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始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
サーバの電源をオフにする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope firmware

ファームウェア コマンド モードを開始
します。

ステップ 3 Server /chassis/firmware # show detail

一部のコンポーネント メッセージで必
要なファームウェアの更新を表示しま
す。

ステップ 4 Server /chassis/firmware # update-all

サーバ コンポーネントのファームウェ
アを更新します。

例
次に、サーバをリセットする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope firmware
Server /chassis / firmware # show detail
Firmware update required on some components,
please run update-all (under chassis/firmware scope).
Server /chassis / firmware # update-all

Time Zone
時間帯の選択
タイム ゾーンを選択すると、ローカル タイム ゾーンを選択できるため、デフォルトのマシン
の時刻ではなく、ローカル タイムを表示できます。Cisco IMC Web UI および CLI では、希望
するタイム ゾーンを選択して設定するオプションが提供されます。
タイム ゾーンをローカル タイムに設定すると、システムのタイミングを使用するすべてのサー
ビスにタイム ゾーンの変数が適用されます。これは、ロギング情報に影響し、Cisco IMC の次
のアプリケーションで利用されます。
• 障害サマリーと障害履歴のログ
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• Cisco IMC log
• rsyslog
ローカル タイムを設定すると、表示できるアプリケーションのタイムスタンプが、選択した
ローカル タイムで更新されます。

タイムゾーンの設定
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope time

time コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /time # timezone-select

大陸および海洋のリストが表示されま
す。

ステップ 3 大陸または海洋に対応する番号を入力し 選択した大陸または海洋のすべての国ま
ます。
たは地域のリストが表示されます。
ステップ 4 タイム ゾーンとして設定する国または 国または地域に複数のタイム ゾーンが
地域に対応する番号を入力します。
ある場合は、その国または地域のタイム
ゾーンのリストが表示されます。
ステップ 5 タイム ゾーンに対応する番号を入力し 「Is the above information OK?」という
ます。
メッセージが表示されます。
ステップ 6 1 と入力します。

「Continue?[y|N]:」プロンプトが表示さ
れます。

ステップ 7 選択したタイムゾーンを設定するには、 選択したタイム ゾーンが Cisco IMC サー
y を入力します。
バのタイムゾーンとして設定されます。

例
次に、タイム ゾーンを設定する例を示します。
Server# scope time
Server /time # timezone-select
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa
2) Americas
3) Antarctica
4) Arctic Ocean
5) Asia
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6) Atlantic Ocean
7) Australia
8) Europe
9) Indian Ocean
10) Pacific Ocean
#? 2
Please select a country whose clocks agree with yours.
1) Anguilla
2) Antigua & Barbuda
3) Argentina
4) Aruba
5) Bahamas
6) Barbados
7) Belize
8) Bolivia
9) Brazil
10) Canada
11) Caribbean Netherlands
12) Cayman Islands
13) Chile
14) Colombia
15) Costa Rica
16) Cuba
17) Curacao
18) Dominica
19) Dominican Republic
20) Ecuador
21) El Salvador
22) French Guiana
23) Greenland
24) Grenada
25) Guadeloupe
26) Guatemala
27) Guyana
28) Haiti
29) Honduras
30) Jamaica
31) Martinique
32) Mexico
33) Montserrat
34) Nicaragua
35) Panama
36) Paraguay
37) Peru
38) Puerto Rico
39) St Barthelemy
40) St Kitts & Nevis
41) St Lucia
42) St Maarten (Dutch part)
43) St Martin (French part)
44) St Pierre & Miquelon
45) St Vincent
46) Suriname
47) Trinidad & Tobago
48) Turks & Caicos Is
49) United States
50) Uruguay
51) Venezuela
52) Virgin Islands (UK)
53) Virgin Islands (US)
#? 49
Please select one of the following time zone regions.
1) Eastern Time
2) Eastern Time - Michigan - most locations
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3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
4) Eastern Time - Kentucky - Wayne County
5) Eastern Time - Indiana - most locations
6) Eastern Time - Indiana - Daviess, Dubois, Knox & Martin Counties
7) Eastern Time - Indiana - Pulaski County
8) Eastern Time - Indiana - Crawford County
9) Eastern Time - Indiana - Pike County
10) Eastern Time - Indiana - Switzerland County
11) Central Time
12) Central Time - Indiana - Perry County
13) Central Time - Indiana - Starke County
14) Central Time - Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron & Menominee Counties
15) Central Time - North Dakota - Oliver County
16) Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area)
17) Central Time - North Dakota - Mercer County
18) Mountain Time
19) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
20) Mountain Standard Time - Arizona (except Navajo)
21) Pacific Time
22) Alaska Time
23) Alaska Time - Alaska panhandle
24) Alaska Time - southeast Alaska panhandle
25) Alaska Time - Alaska panhandle neck
26) Alaska Time - west Alaska
27) Aleutian Islands
28) Metlakatla Time - Annette Island
29) Hawaii
#? 8
The following information has been given:
United States
Eastern Time - Indiana - Crawford County
Is
1)
2)
#?

the above information OK?
Yes
No
1

You have chosen to set timezone settings to:
America/Indiana/Marengo
Continue?[y|N]: y
Timezone has been updated.
The local time now is: Wed Jul 1 02:21:15 2015 EST
Server /time #

単一サーバのデュアル接続
デュアル VIC およびシングル サーバ ハードウェア構成を持つシャーシを備えた S3260 スト
レージ サーバは、2 番目の SIOC の仮想インターフェイス カードの仮想ネットワーク インター
フェイス（vNIC または vHBA）を、ホスト ネットワーク トラフィック用としては使用しませ
ん。この 2 番目の SIOC は、シャーシ管理コントローラ（CMC）の冗長性のためにのみ使用さ
れます。このリリースでは、S3260 ストレージ サーバは、次の 2 つの要因に基づいて、デュア
ル接続性を備えた単一のサーバをサポートしています。
• サーバ ボードと SIOC カード間の PCIe は、BIOS を使用して接続されます。
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• CMC は、サーバ ID とそれを作成した仮想ネットワーク インターフェイスとの正しいア
ソシエーションを制御します。
この機能を使用すると、Web UI またはコマンドライン インターフェイスを使用して有効また
は無効にすることで、新しい単一サーバのデュアル VIC シャーシ プロパティを Cisco IMC で
設定できます。
Cisco IMC のハードウェア設定に基づいて、特定の PCI 接続が VIC で有効になります。CMC
は現在のシャーシ ハードウェア構成とともにシンガー サーバ デュアル VIC プロパティを使用
して、デュアル SIOC VIC のいずれかに仮想ネットワーク インターフェイスを作成するときに
指定するサーバ ID プロパティを識別します。Web UI 上の VIC 設定ページには、VIC が PCIe
にリンクされているサーバ ID の読み取り専用属性が表示されます。これはホスト サーバに
よって、仮想ネットワーク インターフェイス トラフィック用に使用されます。

単一サーバのデュアル SIOC 接続の設定
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• シャーシには、単一のサーバと 2 つの VIC アダプタ（SIOC）が必要です。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # server-sioc-connectivity プロンプトで y と入力します。単一サー
バのデュアル SIOC へのサーバ SIOC の
接続を設定します。
（注）

ステップ 3 Server /chassis # show detail

この操作では、これらの変更
の一部として、VICアダプタ 2
を工場出荷時のデフォルト設
定にリセットします。

サーバ SIOC 接続ステータスになってい
るシャーシの詳細を表示します。

例
次の例では、単一サーバのデュアル SIOC 接続の設定方法を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # server-sioc-connectivity
Do you want to configure Server SIOC Connectivity of the chassis to Single Server Dual
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SIOC?[y|N]y
This operation will reset the VIC Adapter-2 to factory default configuration as part of
these changes.
Please take backup of VIC Adapter-2 configuration before proceeding with the operation.
All your VIC Adapter-2 configuration will be lost.
Continue?[y|N]y
The VIC Adapter-2 factory default has been successfully restored. Please reboot the
Server-1 Host.
The Chassis Server SIOC Connectivity successfully configured to Single Server Dual SIOC.
Server /chassis # show detail
Chassis:
Serial Number: FCH1819JUVM
Product Name: UCS S3260
PID : UCSS-S3260-BASE
Front Panel Locator LED: off
Description: Test Label22
Asset Tag: TESTTAG11
CMC-1 State: Active
CMC-2 State: Standby
Server SIOC Connectivity: Single_Server_Dual_SIOC
When the server connectivity is set as Single Server Dual SIOC and if you want to change
that to single server single SIOC:
Server /chassis # server-sioc-connectivity
The Server SIOC Connectivity of the chassis is currently configured as Single Server
Dual SIOC.
Do you want to configure Server SIOC Connectivity of the chassis to Single Server Single
SIOC?[y|N]y
This operation will reset the VIC Adapter-2 to factory default configuration as part of
these changes.
Please take backup of VIC Adapter-2 configuration before proceeding with the operation.
All your VIC Adapter-2 configuration will be lost.
Continue?[y|N]y
The VIC Adapter-2 factory default has been successfully restored. Please reboot the
Server-1 Host.
The Chassis Server SIOC Connectivity successfully configured to Single Server Single
SIOC.
Server /chassis # show detail
Chassis:
Serial Number: FCH1819JUVM
Product Name: UCS S3260
PID : UCSS-S3260-BASE
Front Panel Locator LED: off
Description: Test Label22
Asset Tag: TESTTAG11
CMC-1 State: Active
CMC-2 State: Standby
Server SIOC Connectivity: Single_Server_Single_SIOC
Server /chassis #
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ダイナミック ストレージの管理
ダイナミック ストレージのサポート
このリリースで有効な、Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバは、Cisco Management
Controller（CMC）のシリアル接続 SCSI（SAS）ドライブのダイナミック ストレージをサポー
トしています。このダイナミック ストレージのサポートは、CMC の SAS Fabric Manager によっ
て提供されます。
Fabric Manager は、アウトオブバンド イーサネット接続を介して PMC SAS エクスパンダとや
り取りします。SAS エクスパンダを使用すると、SAS コントローラ カードのストレージ機能
を最大化することができます。これらのエクスパンダを使用して、最大 60 個のハード ドライ
ブをサポートする SAS コントローラを採用できます。CMC で、アクティブな SIOC によって
エクスパンダのゾーン分割が設定され、ユーザは Web UI、コマンドライン インターフェイス、
または Cisco UCS Manager を介してサーバ ノードにドライブを割り当てることができます。ス
タンバイ CMC は現在の状態で更新されるため、CMC のフェールオーバーのスタンバイ時に、
CMC はゾーン分割の役割を引き継ぐことができます。ドライブが特定のサーバ ノードに表示
されていれば、RAID コントローラを使用してこれらを管理できます。

（注）

SAS コントローラは、デフォルトで 56 台のハード ディスク ドライブ（HDD）をサポートしま
す。また、サーバ ノード 2 をサーバ 2 の 4 台の追加 HDD に置き換えるプロビジョンもありま
す。その場合、[Zoning] ページに表示される HDD の数は合計で 60 です。ただし、CMC は追
加の HDD 57、58、59、60 のゾーン分割をサポートしません。
SAS Fabric Manager によって、他のプロセスがエクスパンダおよびドライブを設定またはモニ
タするための API ライブラリが提供されます。ファブリックの設定には、ドライブのゾーン分
割、エクスパンダおよびドライブのファームウェアの更新が含まれます。
ダイナミック ストレージは次のオプションをサポートしています。
• サーバ 1 およびサーバ 2 への物理ディスクの割り当て
• シャーシ幅ホット スペア（RAID コントローラでのみサポート）
• 共有モード（HBA でのみサポート）
• 物理ディスクの割り当て解除
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SAS エクスパンダ プロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show sas-expander

SAS エクスパンダ プロパティの詳細が
表示されます。

ステップ 3 Server /chassis # show sas-expander detail SAS エクスパンダのプロパティの詳細
が表示されます。
ステップ 4 Server /chassis # scope sas-expander sas
expander ID

SAS エクスパンダ コマンド モードを開
始します。

ステップ 5 Server /chassis/sas-expander # show detail 選択したSASエクスパンダのプロパティ
を表示します。

例
この例では、SAS エクスパンダのプロパティが表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis # show sas-expander
ID
Name
Update Stage Update Progress
----- ---------- ------------ --------------1
SASEXP1
NONE
100
2
SASEXP2
NONE
100

Current FW Version
-----------------04.08.01_B055
04.08.01_B055

Server /chassis # show sas-expander detail
Firmware Image Information:
ID: 1
Name: SASEXP1
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 04.08.01_B056
FW Image 1 Version: 04.08.01_B056
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 04.08.01_B056
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Firmware Image Information:
ID: 2
Name: SASEXP2
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 04.08.01_B056
FW Image 1 Version: 04.08.01_B056
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 04.08.01_B056
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Server /chassis # scope sas-expander 1
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Server /chassis/sas-expander # show detail
Firmware Image Information:
ID: 1
Name: SASEXP1
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 04.08.01_B056
FW Image 1 Version: 04.08.01_B056
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 04.08.01_B056
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Server /chassis/sas-expander #

ダイナミック ストレージと物理ドライブの詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show dynamic-storage

割り当てられた物理ドライブとサーバが
表示されます。

ステップ 3 Server /chassis/dynamic-storage # scope
dynamic-storage

ダイナミック ストレージ コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/dynamic-storage # show
physical-drive

物理ドライブのプロパティを表示しま
す。

ステップ 5 Server /chassis/dynamic-storage # show
physical-drive-fw

物理ドライブのファームウェアを表示し
ます。

ステップ 6 Server /chassis/dynamic-storage # show
physical-drive-link

物理ドライブのリンクを表示します。

ステップ 7 Server /chassis/dynamic-storage # show
physical-slot-owner

サーバに関連付けられた物理ドライブを
表示します。

例
この例は、ダイナミック ストレージ プロパティを表示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show dynamic-storage
Slot Ownership
----- ---------1
server1
2
server1
3
server1
4
server1
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5
server1
6
server1
7
server1
8
server1
9
server1
.
.
.
Server /chassis # scope dynamic-storage
Server /chassis/dynamic-storage # show detail
Slot 1:
Ownership: server1
Slot 2:
Ownership: server1
Slot 3:
Ownership: server1
Slot 4:
Ownership: server1
Slot 5:
Ownership: server1
Slot 6:
Ownership: server1
Slot 7:
Ownership: server1
Slot 8:
.
.
.
Server /chassis/dynamic-storage # show physical-drive
Slot Ownership Health Vendor
Product ID
----- ---------- ------- --------- -----------------1
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
2
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
3
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
4
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
5
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
6
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
7
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
8
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
9
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
10
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
11
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
12
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
13
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400
14
server1
good
TOSHIBA
MG03SCA400

Size
---------3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB
3.63 TB

Serial Number
-------------94E0A0T9FVU4
94D0A0F7FVU4
94B0A12YFVU4
94B0A131FVU4
94C0A0I9FVU4
94B0A12ZFVU4
94B0A02AFVU4
94B0A00LFVU4
94B0A00WFVU4
94B0A00QFVU4
94B0A00MFVU4
94B0A00NFVU4
94B0A130FVU4
94B0A00OFVU4

Server /chassis/dynamic-storage # show physical-drive-fw
Slot
----1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Vendor
--------TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA

Product ID
-----------------MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400

Current_FW
---------5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702

Update Stage
-----------NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE

Update Progress
-------------------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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14

TOSHIBA

MG03SCA400

5702

NONE

0

Server /chassis/dynamic-storage show physical-drive-link
Slot Ownership EX1 Link EX2 Link SAS Adddress 1
SAS Adddress 2
----- ---------- -------- -------- ----------------- ----------------1
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d2a1fe 50000395c8d2a1ff
2
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d1f6de 50000395c8d1f6df
3
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d0e93a 50000395c8d0e93b
4
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d0e946 50000395c8d0e947
5
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d17d2e 50000395c8d17d2f
6
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d0e93e 50000395c8d0e93f
7
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d09ace 50000395c8d09acf
8
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d099ce 50000395c8d099cf
9
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d099fa 50000395c8d099fb
10
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d099e2 50000395c8d099e3
11
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d099d2 50000395c8d099d3
12
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d099d6 50000395c8d099d7
13
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d0e942 50000395c8d0e943
14
server1
6.0 Gb
6.0 Gb
50000395c8d099da 50000395c8d099db
Server /chassis/dynamic-storage show physical-slot-owner
Slot Ownership
----- ---------1
server1
2
server1
3
server1
4
server1
5
hotspare
6
server1
7
server1
8
server1
9
server1
10
server1
.
.
.
Server /chassis/dynamic-storage #

SAS エクスパンダでの 6G または 12G 混合モード速度の有効化
Cisco IMC は、SAS エクスパンダに 6 ギガバイトまたは 12 ギガバイトの混合モード速度をサ
ポートしています。6 ギガバイトのソリッド ステート ドライブ（SSD）が現在 12 ギガバイト
のSSDに移行しているため、このサポートが追加されました。この機能を使用すると、[Dynamic
Storage] タブで SAS エクスパンダを選択し、要件に基づいていずれかのモードを有効にするこ
とができます。
SAS エクスパンダでの 6G または 12G 混合モードの有効化
この機能は、一部のサーバでのみ使用できます。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope sas-expander
sas-expander ID

SAS エクスパンダ コマンド モードを開
始します。

ステップ 3 Server /chassis/sas-expander # scope
6G-12G-Mixed-Mode-status

6 G または 12 G の混在モード コマンド
モードを開始します。

ステップ 4 Server
SAS エクスパンダでの 6 G または 12 G
/chassis/sas-expander/6G-12G-Mixed-Mode-status 混合モードを有効化します。
# set set-6G-12G-mixed-mode Enabled
ステップ 5 Server
プロンプトで y と入力します。トラン
/chassis/sas-expander/6G-12G-Mixed-Mode-status ザクションをシステム設定にコミットし
* # commit
ます。
ステップ 6 （任意） Server
6 G または 12 G 混合モードの状態が表
/chassis/sas-expander/6G-12G-Mixed-Mode-status 示されます。
# show detail

例
この例は、SAS エクスパンダで 6 G または 12 G 混合モードを有効にする方法を示して
います。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope sas-expander 1
Server /chassis/sas-expander # scope 6G-12G-Mixed-Mode-status
Server /chassis/sas-expander/6G-12G-Mixed-Mode-status # set set-6G-12G-mixed-mode Enabled
Server /chassis/sas-expander/6G-12G-Mixed-Mode-status *# commit
Are you sure you want to change the enable-mixed-mode setting to Enable mode?[y|N]y
Setting enable-mixed-mode setting to Enable ..
Successfully set enable-6G-12G-mixed-mode to Enable..
Server /chassis/sas-expander/6G-12G-Mixed-Mode-status # show detail
6G/12G Mixed Mode Settings:
Mixed 6G/12G Drive Support: Enabled
Server /chassis/sas-expander/6G-12G-Mixed-Mode-status #
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物理ドライブの管理
サーバへの物理ドライブの割り当て
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis/dynamic-storage # scope
dynamic-storage

ダイナミック ストレージ コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/dynamic-storage #
確認プロンプトでyesと入力して、サー
assign-drive <server1 | server2 | shared | バに選択した物理ドライバを割り当てま
hotspare> [SBMezz1 | IOEMezz1 |
す。
SBMezz2] [PATH_BOTH | PATH_0 |
PATH_1] <drive-slotid-list>

例
サーバへの物理ドライブの割り当ての例:
Server# scope chassis
Server /chassis # scope dynamic-storage
Server /chassis/dynamic-storage # assign-drive server2 SBMezz1 PATH_0 15
Are you sure you want to assign drives 15 to server1-SBMezz1 using PATH_0?
Enter 'yes' to confirm -> yes
assign-drive operation successful.
Server /chassis/dynamic-storage #

サーバへの物理ドライブの割り当て解除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show dynamic-storage

サーバに割り当てられた物理ドライブと
サーバが表示されます。

ステップ 3 Server /chassis/dynamic-storage # scope
dynamic-storage

ダイナミック ストレージ コマンド モー
ドを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4 Server /chassis/dynamic-storage #
unassign-drive <drive-slotid-list>

目的
選択した物理ドライブの割り当てを解除
します。

例
この例では、物理ドライブの割り当て解除を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope dynamic-storage
Server /chassis/dynamic-storage # unassign-drive 27
Are you sure you want to unassign drives 27
Host will loose access to drive(s). Enter 'yes' to confirm -> yes
unassign-drive operation successful.
Server /chassis/dynamic-storage #

シャーシ幅ホット スペアとしての物理ドライブの割り当て
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis/dynamic-storage # scope
dynamic-storage

ダイナミック ストレージ コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/dynamic-storage #
シャーシのレベルでグローバル ホット
assign-drive hotspare <drive-slotid-list> スペアとして物理ドライブを割り当てま
す。

例
シャーシのレベルでグローバル ホットスペアとして物理ドライブを割り当てるための
例:
Server# scope chassis
Server /chassis # scope dynamic-storage
Server /chassis/dynamic-storage # assign-drive hotspare 5
Are you sure you want to assign drives 5 as hotspare
Enter 'yes' to confirm -> yes
assign-drive operation successful.
Server /chassis/dynamic-storage #
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サーバとの物理ドライブの共有
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis/dynamic-storage # scope
dynamic-storage

ダイナミック ストレージ コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/dynamic-storage #
assign-drive shared <drive-slotid-list>

両方のサーバに対して選択した物理ドラ
イブを割り当てます。

例
両方のサーバに対して同じ物理ドライブを割り当てるための例:
Server# scope chassis
Server /chassis # scope dynamic-storage
svbu-huu-sanity-col2-1-vcmc /chassis/dynamic-storage # assign-drive shared 4
Are you sure you want to assign drives 4 as shared
Enter 'yes' to confirm -> yes
assign-drive operation successful.
Server /chassis/dynamic-storage #
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4

章

サーバの管理
この章は、次の項で構成されています。
• サーバ ロケータ LED の切り替え （41 ページ）
• ハード ドライブのロケータ LED の切り替え （42 ページ）
• サーバのブート順の管理 （43 ページ）
• サーバの電源管理 （57 ページ）
• サーバのリセット （74 ページ）
• サーバのシャットダウン （75 ページ）
• DIMM のブラックリストの設定 （76 ページ）
• BIOS の設定 （78 ページ）
• 製品 ID（PID）カタログの詳細の表示 （87 ページ）
• PID カタログのアップロードとアクティブ化 （89 ページ）
• PID カタログの削除 （91 ページ）
• 永続メモリ モジュール （92 ページ）

サーバ ロケータ LED の切り替え
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server server ID

サーバ コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # set locator-led {on | off}

サーバ ロケータ LED を有効化または無
効化します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 Server /server # commit

目的
トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、サーバ ロケータ LED を無効にして、トランザクションをコミットする例を示
します。
Server# scope server 1
Server /server # set locator-led off
Server /server *# commit
Server /server #

ハード ドライブのロケータ LED の切り替え
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope sensor

センサー コマンドを入力します。

ステップ 3 Server /server/sensor # scope hdd

ハード ディスク ドライブ（HDD）コマ
ンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/sensor/hdd # set locateHDD ここで、drivenum は、ロケータ LED を
drivenum {1 |2}
設定するハード ドライブの番号です。
値 1 は LED が点灯し、値 2 は LED が消
灯します。

例
次に、HDD 2 のロケータ LED を点灯する例を示します。
Server# scope server 1
Server /server # scope sensor
Server /server/sensor # scope hdd
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Server /server/sensor/hdd # locateHDD 2 1
HDD Locate LED Status changed to 1
Server /server/sensor/hdd # show
Name
Status
-------------------- -------------------HDD1_STATUS
present
HDD2_STATUS
present
HDD3_STATUS
absent
HDD4_STATUS
absent

LocateLEDStatus
-------------------TurnOFF
TurnON
TurnOFF
TurnOFF

Server /server/sensor/hdd #

サーバのブート順の管理
サーバのブート順
Cisco IMC を使用して、使用可能なブート デバイス タイプからサーバがブートを試行する順序
を設定できます。レガシー ブート順の設定では、Cisco IMC によりデバイス タイプの並び替え
が許可されますが、デバイス タイプ内のデバイスの並べ替えはできません。高精度ブート順の
設定により、デバイスの線形順序付けができます。Web UI または CLI では、ブート順および
ブート モードの変更、各デバイス タイプ下への複数のデバイスの追加、ブート順の並び替え、
各デバイス タイプのパラメータの設定ができます。
ブート順の設定を変更すると、Cisco IMC は、サーバが次にリブートされるときに、設定され
たブート順を BIOS に送信します。新しいブート順を実装するには、設定の変更後にサーバを
リブートします。新しいブート順は以降のリブートで反映されます。設定されたブート順は、
設定が Cisco IMC または BIOS 設定で再度変更されるまで保持されます。

（注）

次のいずれかの条件が発生すると、実際のブート順は設定されたブート順と異なります。
• 設定されたブート順を使用してブートしようとしたときに BIOS で問題が発生した。
• ユーザが BIOS で直接、ブート順を変更した。
• BIOS が、ホストによって認識されているがユーザから設定されていないデバイスを追加
した。

（注）

ブート順の設定機能を使用して新しいポリシーを作成する場合、BIOS はこの新しいポリシー
をシステムのデバイスにマッピングしようとします。実際にマッピングされたデバイス名とポ
リシー名が [Actual Boot Order] 領域に表示されます。BIOS が Cisco IMC の特定のポリシーに
デバイスをマッピングできない場合は、実際のデバイス名が [Actual Boot Order] 領域に
[NonPolicyTarget]として示されます。
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サーバの管理
ブート デバイスの詳細の表示

（注）

Cisco IMC を最新のバージョン 2.0(x) に初めてアップグレードすると、レガシー ブート順は高
精度ブート順に移行されます。このプロセス中に、前のブート順の設定が削除され、バージョ
ン 2.0 にアップグレードする前に設定されたすべてのデバイス タイプが対応する高精度ブート
デバイス タイプに変換され、ダミーのデバイスが同じデバイス タイプ用に作成されます。Web
UI の [Configured Boot Order] 領域でこれらのデバイスを確認できます。CLI でこれらのデバイ
スを確認するには、show boot-device コマンドを入力します。この間に、サーバの実際のブー
ト順が保持され、Web UI と CLI の実際のブート順オプション下で確認できます。
Cisco IMC を 2.0(x) よりも前のバージョンにダウングレードすると、サーバの最後のブート順
が保持され、それを [Actual Boot Order] 領域で確認できます。次に例を示します。
• 2.0(x) バージョンでレガシー ブート順でサーバを設定した場合、ダウングレードすると、
レガシー ブート順の設定が保持されます。
• 2.0(x) で高精度ブート順でサーバを設定した場合、ダウングレードすると、最後に設定し
たレガシー ブート順が保持されます。

重要

• S3260 M4 サーバは、Web UI および CLI を経由するレガシー ブート順の設定と高精度ブー
ト順の設定の両方をサポートしています。
• 2.0(x) より前のブート順の設定がレガシー ブート順と見なされます。実行中のバージョン
が 2.0(x) の場合、Web UI でレガシー ブート順を設定できませんが、CLI および XML API
を介して設定できます。CLI で、set boot-order HDD,PXE コマンドを使用してこれを設定
できます。CLI または XML API を介してレガシー ブート順を設定できますが、Web UI で
は設定されたこのブート順は表示されません。
• レガシー ブート順の機能と高精度ブート順の機能は相互に排他的です。レガシー ブート
順または高精度ブート順のどちらかを設定できます。レガシー ブート順を設定すると、設
定されたすべての高精度ブート デバイスがディセーブルになります。高精度ブート順を設
定すると、レガシー ブート順の設定が消去されます。

ブート デバイスの詳細の表示
（注）

ホストが BIOS 電源投入時自己診断テスト（POST）を実行している間は、ブート順を変更しな
いでください。

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
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サーバの管理
高精度ブート順の設定

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /serve/bios # show boot-device
[detail]

ブート デバイスの詳細情報を表示しま
す。

例
次に、作成したブート可能デバイスの詳細情報を表示する例を示します。
Server# scope server 1
Server /server # scope bios
Server /server/bios # show boot-device
Boot Device
Device Type Device State
-------------------- ------------ -----------------TestUSB
USB
Enabled
TestPXE
PXE
Enabled
Server /server/bios # show boot-device detail
Boot Device TestSAN:
Device Type: SAN
Device State: Enabled
Device Order: 1
Slot Id:
Lun Id:
Boot Device TestUSB:
Device Type: USB
Device State: Enabled
Device Order: 2
Sub Type: HDD
Boot Device TestPXE:
Device Type: PXE
Device State: Enabled
Device Order: 3
Slot Id: L
Port Number: 1

Device Order
---------------1
2

高精度ブート順の設定
（注）

ホストが BIOS 電源投入時自己診断テスト（POST）を実行している間は、ブート順を変更しな
いでください。
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高精度ブート順の設定

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bios # create-boot-device[ デ BIOS がブートするブート可能デバイス
を作成します。次のいずれかになりま
バイス名] [デバイス タイプ].
す。
• [HDD]：ハード ディスク ドライブ
• [PXE]：PXE ブート
• SAN ブート
• iSCSI ブート
• USB
• 仮想メディア
• PCHStorage
• UEFISHELL
ステップ 4 Server /server/bios # scope boot-device 作 作成したブート可能デバイスの管理を入
力します。
成したブート デバイス名。
ステップ 5 Server /server/bios/boot-device # set 値

特定のブート可能なデバイスにプロパ
ティ値を指定します。次のいずれか、ま
たは複数を設定できます。
• cli：CLI オプション
• state：BIOS がデバイスを認識する
かどうか。デフォルトでは、デバイ
スはディセーブルにされています。
（注）

イネーブルである場合、
デバイスはレガシーの
ブート順序の設定を上書
きします。
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サーバの管理
高精度ブート順の設定

コマンドまたはアクション

目的
• slot：デバイスが差し込まれるス
ロットの ID。
• port：デバイスが装着されているス
ロットのポート。
• LUN：デバイスが装着されているス
ロットの論理ユニット。
• sub-type：特定のデバイス タイプの
下位のサブデバイス タイプ。
• order：デバイスの使用可能なリス
トにおけるそのデバイスの順序。

ステップ 6 Server /server/bios /boot-device # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ブート順序を設定し、ブート デバイスを作成し、新しいデバイスの属性を設定
し、トランザクションをコミットする例を示します。
Server# scope server 1
Server /server # scope bios
Server /server/bios # create boot-device TestPXE PXE
Server /server/bios # scope boot-device TestPXE
Server /server/bios /boot-device # set state Enabled
Server /server/bios /boot-device # set slot L
Server /server/bios /boot-device # set port 1
Server /server/server/bios /boot-device # set order 1
Server /bios /boot-device # commit
Enabling boot device will overwrite Legacy Boot Order configuration
Continue?[y|N]y
Server /server/bios /boot-device # y
Commiting device configuration
Server /server/bios/boot-device # show detail
BBIOS:
BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Backup BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Boot Order: (none)
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Configured Boot Mode: Legacy
Actual Boot Mode: Legacy
Last Configured Boot Order Source: CIMC
Server /server/bios/boot-device # show boot-device detail
Boot Device TestPXE:
Device Type: PXE
Device State: Enabled
Device Order: 1
Slot Id: L
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サーバの管理
ブート デバイスの属性の変更

Port Number: 1

次のタスク
サーバを再起動して、新しいブート順でブートします。

ブート デバイスの属性の変更
（注）

ホストが BIOS 電源投入時自己診断テスト（POST）を実行している間は、ブート順を変更しな
いでください。

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bios # scope boot-device 作 作成したブート可能デバイスの管理を入
力します。
成したブート デバイス名。
ステップ 4 Server /server/bios /boot-device # set state
{Enabled|Disabled}.

デバイスをイネーブルまたはディセーブ
ルにしますデフォルトのステートはディ
セーブルです。
（注）

イネーブルである場合、デバ
イスはレガシーのブート順序
の設定を上書きします。

ステップ 5 Server /server/bios /boot-device* # set order デバイスリストの特定のデバイスのブー
{Index | 1-50}.
ト順序を指定します。作成したデバイス
の総数に基づいて、1 ～ 50 の範囲の数
字を入力します。
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サーバの管理
デバイスのブート順序の並べ替え

コマンドまたはアクション

目的
（注）

ブート デバイス順序を個別に
設定すると、設定したとおり
に順序が表示されるかの保証
はありません。そのため、1回
の実行で複数のデバイスの順
序を設定する場合は、
re-arrange-boot-device コマン
ドを使用することを推奨しま
す。

ステップ 6 Server /server/bios /boot-device* # set port デバイスが装着されているスロットの
{value | 1-255 }.
ポートを指定します。1 ～ 255 の範囲内
の数を入力してください。
ステップ 7 Server /server/bios /boot-device* # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、既存のデバイスの属性を変更する例を示します。
Server# scope server 1
Server /server # scope bios
Server /server/bios *# scope boot-device scu-device-hdd
Server /server/bios/boot-device # set status enabled
Server /server/bios/boot-device *# set order 2
Server /server/bios/boot-device *# set port 1
Server /server/bios/boot-device *# commit
Enabling boot device will overwrite boot order Level 1 configuration
Continue?[y|N]y
Server /server/bios/boot-device #

デバイスのブート順序の並べ替え
（注）

ホストが BIOS 電源投入時自己診断テスト（POST）を実行している間は、ブート順を変更しな
いでください。

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
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ブート順序の設定の再適用

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bios #rearrange
boot-device[デバイス名]: [位置]。

選択したブート デバイスの順序を 1 回
の実行で変更します。

例
次に、選択したブート デバイスの順序を変更する例を示します。
Server# scope server 1
Server /server # scope bios
Server /server/bios # rearrange-boot-device TestPXE:1,TestUSB:2
Server /server/bios # show boot-device
Boot Device
Device Type Device State
Device Order
-------------------- ------------ ------------------ ---------------TestPXE
PXE
Disabled
1
TestUSB
USB
Disabled
2
Server /server/bios #

ブート順序の設定の再適用
（注）

ホストが BIOS 電源投入時自己診断テスト（POST）を実行している間は、ブート順を変更しな
いでください。

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。
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サーバの管理
既存のブート デバイスの削除

コマンドまたはアクション
ステップ 3 Server /server/bios # re-apply.

目的
最後に設定されたブート順の送信元が
BIOS の場合は、ブート順序を BIOS に
再適用します。

例
次に、BIOS にブート順序を再適用する例を示します。
Server# scope server 1
Server /server # scope bios
Server /server/bios # re-apply
Server /server/bios #

次のタスク
BIOS にブート順序を再適用した後に、ホストをリブートします。

既存のブート デバイスの削除
（注）

ホストが BIOS 電源投入時自己診断テスト（POST）を実行している間は、ブート順を変更しな
いでください。

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bios # remove-boot-device
デバイス名

特定のデバイスをブート順序から削除し
ます。

例
次に、選択したデバイスをデバイス リストから削除する例を示します。
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サーバの管理
UEFI セキュア ブートの概要

Server# scope server 1
Server /server # scope bios
Server /server/bios # remove-boot-device scu-device-hdd
Server /server/bios #

UEFI セキュア ブートの概要
オペレーティング システムをロードし実行する前に、ロードおよび実行前のすべての EFI ドラ
イバ、EFI アプリケーション、オプション ROM またはオペレーティング システムが確実に署
名され信頼性と整合性が確認されるために、Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）のセ
キュア ブートを使用できます。Web UI または CLI を使用して、このオプションをイネーブル
にできます。UEFI のセキュア ブート モードをイネーブルにすると、ブート モードは UEFI
モードに設定され、UEFI のブート モードがディセーブルになるまで、設定されているブート
モードを変更できません。

（注）

サポートされていない OS で UEFI セキュア ブートをイネーブルにすると、次の再起動時に、
その特定の OS から起動することはできません。前の OS から起動しようとすると、Web UI の
システム ソフトウェア イベントの下にエラーが報告され記録されます。前の OS から起動す
るには、Cisco IMC を使用して UEFI セキュア ブート オプションをディセーブルにする必要が
あります。

重要

また、サポートされていないアダプタを使用すると、Cisco IMC SEL のエラー ログ イベントが
記録されます。エラー メッセージが次のように表示されます。
System Software event: Post sensor, System Firmware error. EFI Load Image Security Violation. [0x5302]
was asserted .
UEFI のセキュア ブートは次のコンポーネントでサポートされます。
コンポーネント
サポートされている OS

種類
• Windows Server 2019
• Windows Server 2016
• Windows Server 2012 R2
• ESX 6.7
• ESX 6.5

QLogic PCI アダプタ

• 8362 デュアル ポート アダプタ
• 2672 デュアル ポート アダプタ

Fusion-io
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サーバの管理
UEFI セキュア ブート モードの有効化または無効化

コンポーネント

種類
• LSI MegaRAID SAS 9240-8i

LSI

• LSI MegaRAID SAS 9220-8i
• LSI MegaRAID SAS 9265CV-8i
• LSI MegaRAID SAS 9285CV-8e
• LSI MegaRAID SAS 9285CV-8e
• LSI MegaRAID SAS 9266-8i
• LSI SAS2008-8i mezz
• LSI Nytro カード
• UCS ストレージ用 RAID コントローラ
（SLOT-MEZZ）
• ホスト バス アダプタ（HBA）

UEFI セキュア ブート モードの有効化または無効化
始める前に
このタスクを実行するには、admin としてログオンする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bios # set secure-boot{ enable UEFI セキュア ブートを有効または無効
| disable }
にします。
（注）

イネーブルにすると、ブート
モードが UEFI セキュア モー
ドに設定されます。UEFI セ
キュア ブート モードがディ
セーブルになるまでブート
モードの設定は変更できませ
ん。

ステップ 4 （任意） Server /server/bios # show detail BIOS 設定の詳細を表示します。
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サーバの管理
サーバの実際のブート順の表示

例
次の例は、セキュア ブートを有効化または無効化し、トランザクションをコミットす
る方法を示しています。
Server# scope server 1
Server /server # scope bios
Server /server/bios # set secure-boot enable
Setting Value : enable
Commit Pending.
Server /server/bios *# commit
UEFI Secure boot state changed successfully. Execute 'show detail' command to check the
current status
Server /server/bios # show detail
BIOS:
BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Backup BIOS Version: server-name.2.0.8.0.071620152203
Boot Order: (none)
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: enabled
Configured Boot Mode: Legacy
Actual Boot Mode: Legacy
Last Configured Boot Order Source: CIMC
Server /server/bios #
Server /server/bios #
erver# scope server 1
Server /server # scope bios
Server /server/bios # set secure-boot disable
Setting Value : disable
Commit Pending.
Server /server/bios *# commit
UEFI Secure boot state changed successfully. Execute 'show detail' command to check the
current status
Server /server/bios # show detail
BIOS:
BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Backup BIOS Version: server-name.2.0.8.0.071620152203
Boot Order: (none)
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Configured Boot Mode: Legacy
Actual Boot Mode: Legacy
Last Configured Boot Order Source: CIMC
Server /server/bios #

次のタスク
サーバを再起動してコンフィギュレーション ブート モード設定を有効にします。

サーバの実際のブート順の表示
サーバの実際のブート順とは、サーバが最後にブートされたときに BIOS によって実際に使用
されたブート順です。実際のブート順は、Cisco IMC で設定されたブート順とは異なる場合が
あります。
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サーバの管理
ワンタイム ブート デバイスでブートするようにサーバを設定する

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bios # show
actual-boot-order [detail]

サーバが最後に起動したときに実際に
BIOS で使用されたブート順序を表示し
ます。

例
次に、最後のブート以降のレガシー ブート順序の実際のブート順序を表示する例を示
します。
Server# scope server 1
Server /server # scope bios
Server /server/bios # show actual-boot-order
Boot Order
-----------1
2
3
4
5
6
7
8
9

Boot Device
----------------------------------Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22
Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22
Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22
Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22
(Bus 14 Dev 00)PCI RAID Adapter
"P1: INTEL SSDSC2BB120G4
"
"UEFI: Built-in EFI Shell "
"P0: INTEL SSDSC2BB120G4
"
Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22

Device Type
--------------VMEDIA
VMEDIA
VMEDIA
VMEDIA
HDD
PCHSTORAGE
EFI
PCHSTORAGE
VMEDIA

Boot Policy
-------------------NIHUUCIMCDVD
dvd
dvd2
dvd3
NonPolicyTarget
NonPolicyTarget
NonPolicyTarget
NonPolicyTarget
NonPolicyTarge

Server /server/bios #

ワンタイム ブート デバイスでブートするようにサーバを設定する
現在設定されているブート順序を中断することなく、次回のサーバのブートに対してのみ、特
定のデバイスから起動するようにサーバを設定できます。ワン タイム ブート デバイスからサー
バを起動すると、事前に設定されているブート順で以降のすべてのリブートが行われます。
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server# scope bios

目的
BIOS コマンド モードを開始します。
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サーバの管理
ワンタイム ブート デバイスでブートするようにサーバを設定する

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server# /bios show boot-device

使用可能なブート ドライブのリストを
表示します。

ステップ 3 Server #/bios set one-time-boot-device
device-order

サーバのブート順を設定します。

ステップ 4 Server# /bios * commit

トランザクションをコミットします。

ステップ 5 （任意） Server# /bios show detail

BIOS の詳細を表示します。

（注）

無効になっている拡張ブート
デバイスで設定されている場
合でも、ホストはワン タイム
ブート デバイスに対して起動
します。

例
次に、ワンタイム ブート デバイスで起動するサーバを設定する例を示します。
Server scope bios
Server /bios # show boot-device
Boot Device
Device Type
------------------------------ -----------KVMDVD
VMEDIA
vkvm
VMEDIA

Device State
-----------------Enabled
Enabled

Device Order
---------------1
2

Server /bios # set one-time-boot-device KVMDVD
Server /bios *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N]n
Changes will be applied on next reboot.
Server /bios # show detail
BIOS:
BIOS Version: "C240M3.3.0.0.9 (Build Date: 10/02/16)"
Boot Order: (none)
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Configured Boot Mode: Legacy
Actual Boot Mode: Legacy
Last Configured Boot Order Source: CIMC
One time boot device: KVMDVD
Server /bios #
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サーバの管理
ユーザ定義のサーバの説明とアセット タグの割り当て

ユーザ定義のサーバの説明とアセット タグの割り当て
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # set description <Server
Description>

サーバの説明を入力します。

ステップ 3 Server /chassis* # set asset-tag <Asset Tag> アセット タグを入力します。
ステップ 4 Server /chassis* # commit

トランザクションをコミットします。

ステップ 5 （任意） Server /chassis # show detail

サーバの詳細を表示します。

例
この例は、ユーザ定義のサーバの説明とアセット タグを割り当てる方法を示していま
す。
Server# scope chassis
Server/chassis # set description DN1-server
Server/chassis* # set asset-tag powerpolicy
Server /chassis* # commit
Server /chassis # show detail
Chassis:
Power: on
Serial Number: FCH1834V23X
Product Name: UCS C220 M4S
PID : UCSC-C220-M4S
UUID: 414949AC-22D6-4D0D-B0C0-F7950E9217C1
Locator LED: off
Description: DN1-server
Asset Tag: powerpolicy
Server /chassis #

サーバの電源管理
サーバの電源投入
（注）

サーバの電源が Cisco IMC 経由以外の何らかの方法でオフにされた場合、サーバは電源をオン
にしてもすぐにはアクティブになりません。この場合、Cisco IMC が初期化を完了するまで、
サーバはスタンバイ モードに入ります。
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サーバの管理
サーバの電源投入

重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源を変更しないでください。

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # power on

サーバの電源を投入します。

ステップ 4 プロンプトで、y を入力して確認しま
す。

サーバの電源をオンにします。

例
この例では、サーバに電源を投入する方法を示します。
Server# scope chassis
Server# /chassis scope server 1
Server /chassis/server # power on
This operation will change the server's power state.
Do you want to continue with power control for Server 1 ?[y|N] y
Server /chassis/server # show
Server ID Power Serial Number Product Name

PID

UUID

--------- ----- ------------- ------------- --------------------------------------------------1
On
FCH1848794D
UCS S3260M4
UCSC-C3X60-SVRNB
60974271-A514-484C-BAE3-A5EE4FD16E06
Server /chassis/server#
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サーバの管理
サーバの電源オフ

サーバの電源オフ
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源を変更しないでください。

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Serve /chassis # scope server 1

サーバ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # power off

サーバの電源を切ります。

ステップ 4 プロンプトで、y を入力して確認しま
す。

サーバの電源を切ります。

例
この例では、サーバに電源をオフにする方法を示します。
Server# scope chassis
Server# /chassis scope server 1
Server /chassis/server # power off
This operation will change the server's power state.
Do you want to continue with power control for Server 1 ?[y|N] y
Server /chassis/server # show
Server ID Power Serial Number Product Name

PID

UUID

--------- ----- ------------- ------------- --------------------------------------------------1
Off
FCH1848794D
UCS S3260
UCSC-C3X60-SVRNB
60974271-A514-484C-BAE3-A5EE4FD16E06
Server /chassis/server#
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サーバの管理
サーバの電源の再投入

サーバの電源の再投入
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源を変更しないでください。

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Serve /chassis # scope server 1

サーバ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # power cycle

サーバの電源をオフにしてから、オンに
します。

ステップ 4 プロンプトで、y を入力して確認しま
す。

サーバの電源をオフにしてから、オンに
します。

例
次の例では、さーばの電源を再投入する方法の例を示します。
Server# scope chassis
Server# /chassis scope server 1
Server /chassis/server # power cycle
This operation will change the server's power state.
Do you want to continue with power control for Server 1 ?[y|N] y
Server /chassis/server # show
Server ID Power Serial Number Product Name

PID

UUID

--------- ----- ------------- ------------- --------------------------------------------------1
On
FCH1848794D
UCS S3260
UCSC-C3X60-SVRNB
60974271-A514-484C-BAE3-A5EE4FD16E06
Server /chassis/server#
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サーバの管理
電力復元ポリシーの設定

電力復元ポリシーの設定
電力復元ポリシーによって、シャーシの電力供給が失われた後、サーバに電力を復元する方法
が決定されます。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server /server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope
power-restore-policy

電力復元ポリシー コマンドを入力しま
す。

ステップ 4 サーバ/server/bmc/power-restore-policy #
set policy {power-off |power-on
|restore-last-state}

シャーシの電源が復旧した場合に実行す
るアクションを指定します。次のいずれ
かを選択します。
• power-off：サーバの電源は、手動
で投入されるまでオフのままになり
ます。これがデフォルトのアクショ
ンになります。
• power-on：サーバの電源は、シャー
シの電源が回復したときにオンにな
ります。
• restore-last-state：サーバの電源は、
シャーシの電源が切断される前の状
態に戻ります。
選択したアクションが power-on の場合
は、サーバに対して電源を回復するまで
の遅延を選択できます。

ステップ 5 （任意） Server
サーバの電源復元までの時間を固定する
/server/bmc/power-restore-policy # set delay か、ランダムにするかを指定します。デ
{fixed |random}
フォルトは fixed です。このコマンド
は、電力復元アクションが power-on の
場合のみ使用可能です。

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
61

サーバの管理
電力特性評価

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6 （任意） Server
/server/bmc/power-restore-policy # set
delay-value delay

遅延時間を秒単位で指定します。指定で
きる値の範囲は 0 ～ 240 です。デフォル
トは 0 です。

ステップ 7 Server /CIMC/power-restore-policy #
commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、180 秒（3 分）の固定遅延で電源をオンにする電力復元ポリシーを設定し、トラ
ンザクションをコミットする例を示します。
Server# scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # Scope power-restore-policy
Server /server/bmc/power-restore-policy # set policy power-on
Server /server/bmc/power-restore-policy *# commit
Server /server/bmc/power-restore-policy # set delay fixed
Server /server/bmc/power-restore-policy *# set delay-value 180
Server /server/bmc/power-restore-policy *# commit
Server /server/bmc/power-restore-policy # show detail
Power Restore Policy:
Power Restore Policy: power-on
Power Delay Type: fixed
Power Delay Value(sec): 180
Server /server/bmc/power-restore-policy #

電力特性評価
シャーシの電力特性の範囲は、個々のサーバ ノードの電力特性の状況と、管理が不可能なすべ
てのシャーシ コンポーネントの所要電力から算出されます。
電力特性の範囲は構成によって異なるため、構成が変更されるたびに電力特性評価を行う必要
があります。
さまざまな電力プロファイルに応じた電力特性範囲を使用できるよう、シャーシの最小電力は
自動プロファイルおよびカスタム プロファイルの最小電力として表されます。ただし、カスタ
ム電力プロファイルの最小電力は、現在のシャーシ構成での実際の最小所要電力です。詳細に
ついては、「電力特性評価の実行」の項を参照してください。

電力プロファイル
（注）

電源管理を行えるのは、一部の C シリーズ サーバだけです。
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サーバの管理
シャーシ グローバル電力制限の有効化

電力制限によって、サーバの電力消費をアクティブに管理する方法が決定されます。電力制限
オプションを有効にすると、システムは電力消費をモニタし、割り当てられた電力制限未満の
値に電力を維持します。サーバが電力制限を維持できない場合や、プラットフォームの電力を
修正時間内に指定された電力制限に戻すことができない場合は、電力制限によって、[Power
Profile] 領域の [Action] フィールドでユーザが指定したアクションが実行されます。
自動プロファイルと温度プロファイル、カスタム プロファイルと温度プロファイルという組み
合わせで、複数のプロファイルを設定できます。これらのプロファイルを設定するには、Web
ユーザ インターフェイス、コマンドライン インターフェイス、または XML API のいずれかを
使用します。Web UI では、プロファイルは [Power Capping] 領域の下にリストされます。CLI
で、power-cap-config コマンドを入力するとプロファイルが設定されます。電力制限機能に関
する次の電力プロファイルを設定できます。
• 自動電力制限プロファイル
• カスタム電力制限プロファイル
• 温度による電力制限プロファイル
自動電力制限プロファイルで個々のサーバ ボードの電力制限を設定する際の基準となるのは、
ユーザが選択したサーバ優先順位、またはサーバ使用率センサーに基づいて、システムによっ
て検出されたサーバ優先順位（手動/動的優先順位選択と呼ばれます）です。制限値は管理可
能なシャーシ電力バジェットの範囲内で計算され、個々のサーバに適用されます。優先サーバ
には最大電力制限値が割り当てられ、残りの管理可能な電力バジェットが他のサーバに割り当
てられます。電力制限は各サーバ ボードのプラットフォーム レベルで適用されるため、シャー
シ全体の消費電力に影響が及びます。
カスタム電力制限プロファイルは、Web UI またはコマンドライン インターフェイスから、
シャーシ電力バジェットの範囲内で個々のサーバ ボードの電力制限を設定できます。このシナ
リオでは、個々のサーバの電力制限を指定することが可能です。
温度による電力プロファイルは、熱障害時の電力制限を有効にすることができます。つまり、
特定のプラットフォーム温度しきい値を設定し、その温度しきい値 P （min-x）に応じて電力
制限を適用できるということです。

シャーシ グローバル電力制限の有効化
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope power-cap-config

電力制限設定コマンド モードを開始し
ます。
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サーバの管理
自動バランス プロファイルの有効化

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 Server /chassis/power-cap-config # set
pow-cap-enable {yes |no}

電源の設定を有効または無効にします。

ステップ 4 Server /chassis/power-cap-config * # set
chassis-budget電力制限

シャーシの電力制限を設定します。

ステップ 5 Server /chassis/power-cap-config * # commit トランザクションをシステムにコミット
します。
ステップ 6 （任意） Server /chassis/power-cap-config シャーシの電源設定の詳細を表示しま
# showdetail
す。

例
次の例では、シャーシ グローバル電力制限を有効化する方法を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope power-cap-config
Server /chassis/power-cap-config # set pow-cap-enable yes
Server /chassis/power-cap-config *# set chassis-budget 1000
Server /chassis/power-cap-config *# commit
Server /chassis/power-cap-config # show detail
Chassis :
Power Capping: yes
Power Characterization Status: Completed
Chassis Minimum (W): 756
Chassis Maximum (W): 1089
Chassis Budget (W): 1000
Chassis Manageable Power Budget (W): 530
Auto Balance Minimum Power Budget (W) : 966
Server 1 :
Power Characterization Status: Completed
Platform Minimum (W): 163
Platform Maximum (W): 362
Memory Minimum (W): 1
Memory Maximum (W): 0
CPU Minimum (W): 95
CPU Maximum (W): 241
Server 2 :
Power Characterization Status: Completed
Platform Minimum (W): 136
Platform Maximum (W): 253
Memory Minimum (W): 1
Memory Maximum (W): 0
CPU Minimum (W): 57
CPU Maximum (W): 139
Server /chassis/power-cap-config #

自動バランス プロファイルの有効化
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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サーバの管理
自動バランス プロファイルの有効化

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # scope power-cap-config 電力制限設定コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 3

Server /chassis/power-cap-config # scope
power-profile auto_balance

ステップ 4

Server
電源プロファイルを有効または無効に
/chassis/power-cap-config/power-profile # します。
set enabled {yes |no}

ステップ 5

Server
優先順位のタイプを選択した値に設定
/chassis/power-cap-config/power-profile * します。
# set priority-selection {dynamic
|manual}

ステップ 6

Server
選択したサーバを優先順位を割り当て
/chassis/power-cap-config/power-profile * ます。
# set priority-server-id {1 |2}

ステップ 7

Server /chassis
/power-cap-config/power-profile # set
corr-time 値

自動バランス電源プロファイル コマン
ド モードを開始します。

Action モードで指定したアクションが
実行される前に、プラットフォームの
電力が指定された電力制限に戻る必要
のある時間を設定します。
有効な範囲は 1 ～ 600 秒です。デフォ
ルトは 1 秒です。

ステップ 8

Server
スロットリング状態（T 状態）とメモ
/chassis/power-cap-config/power-profile * リ スロットルをプロセッサで強制的に
# set allow-throttle {yes |no}
使用させるために電力制限を維持する
ようにシステムを有効または無効にし
ます。

ステップ 9

Server /chassis /power-cap-config# set
susp-pd {h:m-h:m |
|ll,Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa,Su }

ステップ 10

Server
トランザクションをシステムの設定に
/chassis/power-cap-config/power-profile * コミットします。
# commit

ステップ 11

（任意） Server
自動バランス電源プロファイルの詳細
/chassis/power-cap-config/power-profile # が表示されます。
showdetail

電力制限プロファイルがアクティブに
ならない時間を指定します。
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サーバの管理
自動バランス プロファイルの有効化

例
次の例では、自動バランス プロファイルおよび優先順位選択項目の設定を有効にする
方法を示します。
Setting Priority Using Dynamic Option
Server # scope chassis
Server /chassis # scope power-cap-config
Server /chassis/power-cap-config # scope power-profile auto_balance
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # set enabled yes
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set priority-selection dynamic
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set corr-time 1
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set allow-throttle yes
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set susp-pd "2:0-4:30|All"
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# commit
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # show detail
Profile Name : auto_balance
Enabled: yes
Priority Selection: dynamic
Priority Server: 2
Server1 Power Limit: 362
Server2 Power Limit: 253
Suspend Period: 2:0-4:30|All
Exception Action: alert
Correction Time: 1
Throttling: no
Server /chassis/power-cap-config/power-profile #
Setting Priority Using the Manual Option
Server # scope chassis
Server /chassis # scope power-cap-config
Server /chassis/power-cap-config # scope power-profile auto_balance
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # set enabled yes
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set priority-selection manual
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set priority-server-id 1
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set corr-time 1
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set allow-throttle yes
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set susp-pd "2:0-4:30|All"
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# commit
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # show detail
Profile Name : auto_balance
Enabled: yes
Priority Selection: manual
Priority Server: 1
Server1 Power Limit: 362
Server2 Power Limit: 253
Suspend Period: 2:0-4:30|All
Exception Action: alert
Correction Time: 1
Throttling: no
Server /chassis/power-cap-config/power-profile #
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自動バランス電源プロファイルの無効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope power-cap-config

電力制限設定モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/power-cap-config # scope
power-profile auto_balance

自動バランス電源プロファイル モード
を開始します。

ステップ 4 Server
/chassis/power-cap-config/power-profile #
set enabled no

自動バランス電源プロファイルを無効に
します。

ステップ 5 Server
/chassis/power-cap-config/power-profile #
commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、自動バランス プロファイルを無効にする例を示します。
Server
Server
Server
Server
Server

# scope chassis
/chassis # scope power-cap-config
/chassis/power-cap-config # scope power-profile auto_balance
/chassis/power-cap-config/power-profile # set enabled no
/chassis/power-cap-config/power-profile *# commit

Enabling Custom Profile on Server
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # scope power-cap-config 電力制限設定モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/power-cap-config # scope
power-profile custom

ステップ 4

Server
カスタム電力プロファイルを開始しま
/chassis/power-cap-config/power-profile # す。
set enabled yes

カスタム電力プロファイル モードを開
始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

Server /chassis
/power-cap-config/power-profile # set
power-limit 値

電力制限を指定します。指定した範囲
内の値を入力します。

ステップ 6

Server
Action モードで指定したアクションが
/chassis/power-cap-config/power-profile *# 実行される前に、プラットフォームの
set corr-time value
電力が指定された電力制限に戻る必要
のある時間を設定します。
有効な範囲は 1 ～ 600 秒です。デフォ
ルトは 1 秒です。

ステップ 7

Server
プロセッサにスロットリング状態（T
/chassis/power-cap-config/power-profile *# 状態）とメモリ スロットルを強制的に
set allow-throttle yes
使用させることにより、システムが電
力制限を維持することを有効にしま
す。

ステップ 8

Server
トランザクションをシステムの設定に
/chassis/power-cap-config/power-profile * コミットします。
# commit

ステップ 9

プロンプトで、カスタム電力プロファ
イルを適用するサーバの ID を入力しま
す。

ステップ 10

Server
電源プロファイルの詳細が表示されま
/chassis/power-cap-config/power-profile # す。
show detail

例
この例では、すべてのサーバ ノードでカスタム プロファイルを有効にする方法を示し
ます。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope power-cap-config
Server /chassis/power-cap-config # scope power-profile custom
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # set enabled yes
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set power-limit 253
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set corr-time 1
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set allow-throttle no
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# commit
Please enter server Id for which 'custom' power profile setting needs to be done
[1|2]?2
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # show detail
Profile Name : custom
Server Id 1:
Enabled: no
Power Limit: N/A
Suspend Period:
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Exception Action: alert
Correction Time: 1
Throttling: no
Server Id 2:
Enabled: yes
Power Limit: 253
Suspend Period:
Exception Action: alert
Correction Time: 1
Throttling: yes

サーバでのカスタム プロファイルの無効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope power-cap-config

電力制限設定モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/power-cap-config # scope
power-profile custom

カスタム電力プロファイル モードを開
始します。

ステップ 4 Server
/chassis/power-cap-config/power-profile #
set enabled no

カスタム電源プロファイルを無効にしま
す。

ステップ 5 Server
トランザクションをシステムの設定にコ
/chassis/power-cap-config/power-profile * # ミットします。
commit
ステップ 6 プロンプトで、カスタム電力プロファイ
ルを無効にするサーバの ID を入力しま
す。
ステップ 7 Server
/chassis/power-cap-config/power-profile #
show detail

電源プロファイルの詳細が表示されま
す。

例
この例では、すべてのサーバ ノードでカスタム プロファイルを無効にする方法を示し
ます。
Server
Server
Server
Server
Server
Please

# scope chassis
/chassis # scope power-cap-config
/chassis/power-cap-config # scope power-profile custom
/chassis/power-cap-config/power-profile # set enabled no
/chassis/power-cap-config/power-profile *# commit
enter server Id for which 'custom' power profile setting needs to be done
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[1|2]?2
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # show detail
Profile Name : custom
Server Id 1:
Enabled: no
Power Limit: N/A
Suspend Period:
Exception Action: alert
Correction Time: 1
Throttling: no
Server Id 2:
Enabled: no
Power Limit: 253
Suspend Period:
Exception Action: alert
Correction Time: 1
Throttling: yes

サーバの温度プロファイルの有効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope power-cap-config

電力制限設定モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/power-cap-config # scope
power-profile thermal

温度電力プロファイル モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server
/chassis/power-cap-config/power-profile #
set enabled yes

温度電力プロファイルを有効または無効
にします。

ステップ 5 Server
指定された範囲内の電力（ワット単位）
/chassis/power-cap-config/power-profile *# を入力します。温度は摂氏で入力しま
set temperature value
す。
ステップ 6 Server
トランザクションをシステムの設定にコ
/chassis/power-cap-config/power-profile * # ミットします。
commit
ステップ 7 プロンプトで、温度電力プロファイルを
有効にするサーバの ID を入力します。
ステップ 8 Server
/chassis/power-cap-config/power-profile #
show detail

電源プロファイルの詳細が表示されま
す。
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例
この例では、すべてのサーバ ノードで温度プロファイルを有効にする方法を示しま
す。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope power-cap-config
Server /chassis/power-cap-config # scope power-profile thermal
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # set enabled yes
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# set temperature 26
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# commit
Please enter server Id for which 'thermal' power profile setting needs to be done
[1|2]?1
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # show detail
Profile Name : thermal
Server Id 1:
Enabled: yes
Temperature Threshold (deg C): 26
Power Limit: 163

サーバの温度プロファイルの無効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope power-cap-config

電力制限設定モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/power-cap-config # scope
power-profile thermal

温度電力プロファイル モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server
/chassis/power-cap-config/power-profile #
set enabled no

温度電力プロファイルを無効にします。

ステップ 5 Server
トランザクションをシステムの設定にコ
/chassis/power-cap-config/power-profile * # ミットします。
commit
ステップ 6 プロンプトで、温度電力プロファイルを
無効にするサーバ ID を入力します。
ステップ 7 Server
/chassis/power-cap-config/power-profile #
show detail

電源プロファイルの詳細が表示されま
す。
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例
この例では、すべてのサーバ ノードで温度プロファイルを無効にする方法を示しま
す。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope power-cap-config
Server /chassis/power-cap-config # scope power-profile thermal
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # set enabled no
Server /chassis/power-cap-config/power-profile *# commit
Please enter server Id for which 'thermal' power profile setting needs to be done
[1|2]?1
Server /chassis/power-cap-config/power-profile # show detail
Profile Name : thermal
Server Id 1:
Enabled: no
Temperature Threshold (deg C): 26
Power Limit: 163
Server Id 2:
Enabled: no
Temperature Threshold (deg C): 0
Power Limit: N/A
Server /chassis/power-cap-config/power-profile #

電力制限設定の詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope power-cap-config

電力制限設定モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/power-cap-config # show
detail

シャーシとサーバの電源特性評価ステー
タスが表示されます。

例
この例では、電力制限設定に関する情報を表示する方法を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope power-cap-config
Server /chassis/power-cap-config # show detail
Chassis :
Power Capping: yes
Power Characterization Status: Completed
Chassis Minimum (W): 756
Chassis Maximum (W): 1089
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Chassis Budget (W): 1000
Chassis Manageable Power Budget (W): 530
Auto Balance Minimum Power Budget (W) : 966
Auto Balance Efficient Budget (W): 1901
Server 1 :
Power Characterization Status: Completed
Platform Minimum (W): 163
Platform Efficient (W): 396
Platform Maximum (W): 362
Memory Minimum (W): 1
Memory Maximum (W): 0
CPU Minimum (W): 95
CPU Maximum (W): 241
Server 2 :
Power Characterization Status: Completed
Platform Minimum (W): 136
Platform Efficient (W): 584
Platform Maximum (W): 253
Memory Minimum (W): 1
Memory Maximum (W): 0
CPU Minimum (W): 57
CPU Maximum (W): 139
Server /chassis/power-cap-config #

電力モニタリングの詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show power-monitoring

電源モニタリングの詳細を表示します。

例
この例では、電力モニタリングの詳細情報を表示する方法を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # show power-monitoring
Chassis :
Current (W) Minimum (W) Maximum (W) Average (W) Period
------------ ------------ ------------ ------------ -----------408
311
471
392
0days 9:5...
Server 1 :
Domain
Current (W) Minimum (W) Maximum (W) Average (W) Period
---------- ------------ ------------ ------------ ------------ -----------Platform
68
61
178
68
0days 21:...
CPU
30
28
133
30
0days 21:...
Memory
1
0
1
1
0days 21:...
Server 2 :
Domain
Current (W) Minimum (W) Maximum (W) Average (W) Period
---------- ------------ ------------ ------------ ------------ -----------Platform
97
62
200
100
1days 7:1:2
CPU
46
16
140
48
1days 7:1:2
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Memory
1
0
1
Server /chassis/server/pid-catalog #

1

1days 7:1:2

CUPS 使用率の詳細
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show cups-utilization

使用可能なすべての CPU のサーバ使用
率値を表示します。

例
この例では、PCI スイッチの詳細を表示する方法を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # show cups-utilization
Server 1 :
CPU Utilization (%) Memory Utilization (%) I/O Utilization (%) Overall Utilization
(%)
-------------------- ----------------------- -------------------- -----------------------0
0
0
0
Server 2 :
CPU Utilization (%) Memory Utilization (%) I/O Utilization (%) Overall Utilization
(%)
-------------------- ----------------------- -------------------- -----------------------7
0
0
8

サーバのリセット
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源を変更しないでください。

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Serve /chassis # scope server 1

サーバ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # power hard-reset

サーバをリセット。前面パネルのリセッ
ト ボタンを押すか、IPMI リセットと同
じ意味を持ちます。

ステップ 4 プロンプトで、y を入力して確認しま
す。

サーバをリセット。前面パネルのリセッ
ト ボタンを押すか、IPMI リセットと同
じ意味を持ちます。

例
この例では、サーバ ハード リセットの電源を投入する方法を示します。
Server# scope chassis
Server# /chassis scope server 1
Server /chassis/server # power hard-reset
This operation will change the server's power state.
Do you want to continue with power control for Server 1 ?[y|N] y
Server /chassis/server # show
Server ID Power Serial Number Product Name

PID

UUID

--------- ----- ------------- ------------- --------------------------------------------------1
Off
FCH1848794D
UCS S3260
UCSC-C3X60-SVRNB
60974271-A514-484C-BAE3-A5EE4FD16E06
Server /chassis/server#

サーバのシャットダウン
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源を変更しないでください。

始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Serve /chassis # scope server 1

サーバ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # power shutdown

ホスト OS をシャット ダウンし、サーバ
をオフにします。

ステップ 4 プロンプトで、y を入力して確認しま
す。

ホスト OS をシャット ダウンし、サーバ
をオフにします。

例
次の例は、サーバをシャット ダウンする方法を示します。
Server# scope chassis
Server# /chassis scope server 1
Server /chassis/server # power shutdown
This operation will change the server's power state.
Do you want to continue with power control for Server 1 ?[y|N] y
Server /chassis/server # show
Server ID Power Serial Number Product Name

PID

UUID

--------- ----- ------------- ------------- --------------------------------------------------1
Off
FCH1848794D
UCS S3260
UCSC-C3X60-SVRNB
60974271-A514-484C-BAE3-A5EE4FD16E06
Server /chassis/server#

DIMM のブラックリストの設定
DIMM のブラックリスト化
Cisco IMC で、デュアル インライン メモリ モジュール（DIMM）の状態は、SEL イベント レ
コードに基づいています。BIOS が BIOS ポスト中のメモリ テスト実行時に 16000 のエラー件
数を伴う修正不可能なメモリ エラーまたは修正可能なメモリ エラーに遭遇した場合、DIMM
は不良と判断されます。不良と判別された DIMM は機能しないデバイスと見なされます。
DIMM のブラックリスト化を有効にすると、Cisco IMC はメモリ テスト実行メッセージをモニ
タし、あらゆる時点で DIMM SPD データ内でメモリ エラーに遭遇した DIMM をブラックリス
トに載せます。これにより、ホストはこれらの DIMM をマップから外すことができます。
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DIMM は、修正不可能なエラーが発生した場合にのみマッピング解除またはブラックリスト化
されます。DIMM がブラックリスト化されると、同じチャネル上にある他の DIMM が無視さ
れるかディセーブルとなり、その DIMM は不良として見なされなくなります。

（注）

DIMM は、16000 の修正可能なエラーの場合はマッピング解除またはブラックリスト化されま
せん。

DIMM のブラックリストのイネーブル化
始める前に
管理者としてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

目的
サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope dimm-blacklisting / DIMM ブラックリスト モードを開始し
ます。
ステップ 3 Server /server/dimm-blacklisting # set
enabled {yes |no}

DIMM ブラックリストをイネーブルま
たはディセーブルにします。

ステップ 4 Server /server/dimm-blacklisting* # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、DIMM のブラックリストをイネーブルにする例を示します。
Server
Server
Server
Server
Server
Server

# scope server 1
/server # scope dimm-blacklisting
/server/dimm-blacklisting # set enabled yes
/server/dimm-blacklisting* # commit
/server/dimm-blacklisting #
/server/dimm-blacklisting # show detail

DIMM Blacklisting:
Enabled: yes
Server /server/dimm-blacklisting #
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BIOS の設定
BIOS ステータスの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /sever # scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /sever/bios # show detail

BIOS ステータスの詳細を表示します。

BIOS ステータス情報には、次のフィールドが含まれます。
名前

説明

BIOS Version

実行中の BIOS のバージョン文字列。

バックアップ BIOS のバージョン

BIOS のバックアップ バージョンのストリン
グ。

Boot Order

サーバが使用を試行する、ブート可能なター
ゲット タイプのレガシー ブート順序。

Boot Override Priority

None または HV のいずれかを選択できます。

FW Update/Recovery Status

保留中のファームウェア アップデートまたは
回復アクションのステータス。

UEFI Secure Boot

UEFI セキュア ブートを有効または無効にしま
す。

Configured Boot Mode

BIOS がデバイスのブートを試行するブート
モード。

Actual Boot Mode

BIOS がデバイスを起動した実際のブート モー
ド。

Last Configured Boot Order Source

BIOS が最後に設定したブート順序送信元。

例
次に、BIOS ステータスを表示する例を示します。
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Server# scope server 1
Server /sever # scope bios
Server /sever/bios # show detail
Server /sever/bios # show detail
BIOS:
BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Backup BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Boot Order: (none)
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Configured Boot Mode: Legacy
Actual Boot Mode: Legacy
Last Configured Boot Order Source: CIMC
Server /sever/bios #

主要な BIOS の設定
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server /bios # scope main

主要な BIOS 設定コマンド モードを開始
します。

ステップ 4 Server /server /bios # set TPMAdminCtrl
{Disbaled | Enabled}

TPM のサポートを有効または無効にし
ます。

ステップ 5 Server /server /bios/main # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
変更内容は次のサーバのリブート時に適
用されます。サーバの電源が投入されて
いる場合、すぐにリブートするかどうか
を質問されます。

例
メインの BIOS パラメータを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
Server /server # scope server 1
Server/server # scope bios
Server /server/bios # scope main
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Server /server/bios/main # set TPMAdminCtrl Enabled
Server /server/bios/main *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N] n
Changes will be applied on next reboot.
Server /server/bios/main #

BIOS の詳細設定
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /sever # scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /sever/bios # scope advanced

高度な BIOS 設定コマンド モードを開始
します。

ステップ 4 BIOS 設定を設定します。

サーバ モデル別 BIOS パラメータ （405
ページ）

ステップ 5 Server /sever/bios/advanced # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
変更内容は次のサーバのリブート時に適
用されます。サーバの電源が投入されて
いる場合、すぐにリブートするかどうか
を質問されます。

例
すべての USB ドライブを有効にし、トランザクションをコミットする例を示します。
Server# scope server 1
Server/sever # scope bios
Server /sever/bios # scope advanced
Server /sever/bios/advanced # set AllUsbDevices Enabled
Server /sever/bios/advanced *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N] n
Changes will be applied on next reboot.
Server /sever/bios/advanced #
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サーバ管理 BIOS の設定
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /sever # scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /sever/bios # scope
server-management

サーバ管理 BIOS 設定コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 BIOS 設定を設定します。

サーバ モデル別 BIOS パラメータ （405
ページ）

ステップ 5 Server /sever/bios/server-management #
commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
変更内容は次のサーバのリブート時に適
用されます。サーバの電源が投入されて
いる場合、すぐにリブートするかどうか
を質問されます。

例
この例では、OS ウォッチドッグタイマーを有効にし、トランザクションをコミットし
ます。
Server# scope bios
Server /sever # scope bios
Server /sever/bios # scope server-management
Server /sever/bios/server-management # set OSBootWatchdogTimer Enabled
Server /sever/bios/server-management *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N] n
Changes will be applied on next reboot.
Server /sever/bios/server-management #

BIOS デフォルトの復元
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /sever # scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /sever/bios # bios-setup-default

BIOS のデフォルト設定を復元します。
このコマンドでは、リブートが開始され
ます。

例
次の例は、BIOS デフォルト設定を復元します。
Server# scope bios
Server/sever # scope bios
Server /sever/bios # bios-setup-default
This operation will reset the BIOS set-up tokens to factory defaults.
All your configuration will be lost.
Changes to BIOS set-up parameters will initiate a reboot.
Continue?[y|N]y

BIOS セットアップの開始
始める前に
• サーバの電源が投入されている。
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /sever # scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /sever/bios # enter-bios-setup

リブート時に BIOS セットアップを開始
します。

例
次に、BIOS セットアップを開始できるようにする例を示します。
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Server# scope server 1
Server /sever # scope bios
Server /sever/bios # enter-bios-setup
This operation will enable Enter BIOS Setup option.
Host must be rebooted for this option to be enabled.
Continue?[y|N]y

BIOS の工場出荷時のデフォルト設定への復元
BIOS のコンポーネントが正常に動作しない場合、BIOS セットアップ トークンを工場出荷時
のデフォルト値に復元できます。
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• サーバの電源をオフにする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /sever # scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /sever/bios # restore-mfg-defaults

セットアップ トークンを工場出荷時の
デフォルト値に復元します。

例
次に、BIOS セットアップ トークンを工場出荷時のデフォルト値に復元する例を示し
ます。
Server # scope bios
Server /sever/bios # restore-mfg-defaults
This operation will reset the BIOS set-up tokens to manufacturing defaults.
The system will be powered on.
Continue? [y|n] y
Server /sever/bios #

BIOS プロファイル
Cisco UCS サーバでは、デフォルトのトークン ファイルはすべてのサーバ プラットフォームに
使用可能で、グラフィック ユーザ インターフェイス（GUI）、CLI インターフェイス、および
XML API インターフェイスを使用して、これらのトークンの値を設定できます。サーバ パ

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
83

サーバの管理
BIOS プロファイルの有効化

フォーマンスを最適化するには、これらのトークン値を特定の組み合わせで設定する必要があ
ります。
BIOS プロファイルを設定すると、正しい組み合わせのトークン値で事前設定されたトークン
ファイルを使用できます。使用可能な事前設定されたプロファイルには、仮想化、高性能、低
電力などがあります。シスコの Web サイトからこれらの事前設定されたトークン ファイルの
さまざまなオプションをダウンロードして、BMC を使用してサーバに適用できます。
ダウンロードしたプロファイルを編集して、トークンの値を変更したり、新しいトークンを追
加したりできます。これにより、応答時間を待機する必要なく、プロファイルを自分の要件に
合うようにカスタマイズできます。

BIOS プロファイルの有効化
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /bios scope bios-profile

BIOS プロファイル コマンド モードを開
始します。

ステップ 3 Server# /bios/bios-profile activate
virtualization

BIOS の設定をバックアップするように
求めるメッセージが表示されます。y と
入力します。

ステップ 4 BIOS のセットアップ パラメータの変更 システムの再起動を開始します。
を適用するためシステムを再起動するよ
うに求められます。y と入力します。

例
次に、指定した BIOS プロファイルをアクティブにする例を示します。
Server # scope bios
Server /bios # scope bios-profile
Server /bios/bios-profile # activate virtualization
It is recommended to take a backup before activating a profile.
Do you want to take backup of BIOS configuration?[y/n] y
backup-bios-profile succeeded.
bios profile “virtualization” deleted
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N]y
A system reboot has been initiated.
Server /bios/bios-profile #
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BIOS プロファイルのバックアップの取得
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /bios scope bios-profile

BIOS プロファイル コマンド モードを開
始します。

ステップ 3 Server# /bios/bios-profile backup

BIOS プロファイルのバックアップが成
功したというメッセージが表示されま
す。

例
この例は、BIOS プロファイルをバックアップします。
Server # scope bios
Server /bios # scope bios-profile
Server /bios/bios-profile # backup
backup-bios-profile succeeded.
Server /bios #

BIOS プロファイルの削除
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /bios scope bios-profile

BIOS プロファイル コマンド モードを開
始します。

ステップ 3 Server# /bios/bios-profile delete BIOS
profile

指定した BIOS プロファイルを削除しま
す。
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例
この例では、指定した BIOS プロファイルを削除します。
Server
Server
Server
Server

# scope bios
/bios # scope bios-profile
/bios/bios-profile # delete performance
/bios/bios-profile #

BIOS プロファイルの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /bios show bios-profile

すべての BIOS プロファイルを表示しま
す。

例
次に、BIOS プロファイルを表示する例を示します。
Server
Server
ID
-----1
2
3
4
Server
Server

# scope bios
/bios # show bios-profile
Name
Active
---------------- -------- -------performance
yes
virtualization
no
none
no
cisco_backup
no
/bios #scope bios-profile
/bios #

BIOS プロファイルの情報の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /bios scope bios-profile

すべての BIOS プロファイルを表示しま
す。

ステップ 3 Server# /bios/bios-profile info performance トークンの名前、プロファイル値、およ
びアクティブな値など BIOS プロファイ
ルの情報を表示します。
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例
この例では、指定した BIOS プロファイルの情報を表示します。
Server # scope bios
Server /bios # scope bios-profile
Server /bios/bios-profile # info performance
TOKEN NAME
PROFILE VALUE
ACTUAL VALUE
====================================================================
TPMAdminCtrl
Enabled
Enabled
ASPMSupport
Disabled
Disabled
Server /bios/bios-profile #

BIOS プロファイルの詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /bios scope bios-profile

BIOS プロファイル コマンド モードを開
始します。

ステップ 3 Server# /bios/bios-profile show detail

BIOS プロファイルの詳細が表示されま
す。

例
次に、BIOS プロファイルの詳細を表示する例を示します。
Server # scope bios
Server /bios # scope bios-profile
Server /bios/bios-profile # show detail
Active Profile: Virtualization
Install Status: bios profile install done
Server /bios/bios-profile #

製品 ID（PID）カタログの詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # show cpu-pid

CPU PID の詳細を表示します。

ステップ 4 Server /chassis/server # show dimm-pid

メモリ PID の詳細を表示します。

ステップ 5 Server /chassis/server # show
pciadapter-pid

PCI アダプタ PID の詳細を表示します。

ステップ 6 Server /chassis/server # show hdd-pid

HDD PID の詳細を表示します。

例
次に、PID の詳細を表示する例を示します
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Viewing CPU PID details
Server /chassis/server # show cpu-pid
Socket Product ID
Model
------ -------------------- ---------------------------------------CPU1
UCS-CPU-E52660B
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.2...
CPU2
UCS-CPU-E52660B
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.2...
Viewing memory PID details
Server /chassis/server # show dimm-pid
Name
Product ID
Vendor ID Capacity Speed
----------------- -------------------- ---------- --------- -----DIMM_A1
UNKNOWN
NA
Failed
NA
DIMM_A2
UNKNOWN
NA
Ignore... NA
DIMM_B1
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_B2
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_C1
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_C2
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_D1
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_D2
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_E1
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_E2
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_F1
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_F2
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_G1
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_G2
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_H1
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
DIMM_H2
UCS-MR-1X162RZ-A
0xCE00
16384 MB 1866
Viewing PCI adapters PID details
Server /chassis/server # show pciadapter-pid
Slot
Product ID
Vendor ID Device ID
SubVendor ID SubDevice ID
------ -------------------- ---------- ----------- ------------- ------------1
UCSC-MLOM-CSC-02
0x1137
0x0042
0x1137
0x012e
Viewing HDD PID details
Server /chassis/server # show hdd-pid
Disk Controller Product ID
Vendor
Model
---- ----------- -------------------- ---------- -----------1
SBMezz1
UCSC-C3X60-HD6TB
SEAGATE
ST6000NM0014
2
SBMezz1
UCSC-C3X60-HD6TB
SEAGATE
ST6000NM0014
3
SBMezz1
UCSC-C3X60-HD6TB
SEAGATE
ST6000NM0014
4
SBMezz1
UCSC-C3X60-HD6TB
SEAGATE
ST6000NM0014
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
201
202

SBMezz1
SBMezz1
SBMezz1
SBMezz1
SBMezz1
SBMezz1
SBMezz1
SBMezz1
SBMezz1
SBMezz1
SBMezz1
SBMezz1

UCSC-C3X60-HD6TB
UCSC-C3X60-HD6TB
UCSC-C3X60-HD6TB
UCSC-C3X60-HD6TB
UCSC-C3X60-HD6TB
UCSC-C3X60-HD6TB
UCSC-C3X60-HD6TB
UCSC-C3X60-HD6TB
UCSC-C3X60-HD6TB
UCSC-C3X60-HD6TB
UCSC-C3X60-12SSD
UCSC-C3X60-12SSD

SEAGATE
SEAGATE
SEAGATE
SEAGATE
SEAGATE
SEAGATE
SEAGATE
SEAGATE
SEAGATE
SEAGATE
ATA
ATA

ST6000NM0014
ST6000NM0014
ST6000NM0014
ST6000NM0014
ST6000NM0014
ST6000NM0014
ST6000NM0014
ST6000NM0014
ST6000NM0014
ST6000NM0014
INTEL SSD...
INTEL SSD...

Server /chassis/server #

PID カタログのアップロードとアクティブ化
注意

PID カタログがアクティブになると、BMC が自動的に再起動します。
PID カタログをアクティブ化した後、サーバを再起動する必要があります。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope pid-catalog

サーバ PID カタログ コマンド モードを
開始します。

ステップ 3 Server /chassis/pid-catalog #
upload-pid-catalog remote-protocol IP ア
ドレス PID カタログ ファイル

リモート サーバに接続するためのプロ
トコルを指定します。次のいずれかのタ
イプを指定できます。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

PID カタログのアップロードを開始しま
す。
ステップ 4 （任意） Server /chassis/pid-catalog # show アップロードのステータスが表示されま
detail
す。
ステップ 5 Server /chassis/pid-catalog # exit

シャーシ コマンド モードに戻ります。

ステップ 6 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 7 Server /chassis/server # scope pid-catalog

サーバ PID カタログ コマンド モードを
開始します。

ステップ 8 Server /chassis/server/pid-catalog # activate アップロードされた PID カタログをア
クティブにします。
ステップ 9 （任意） Server /chassis/server/pid-catalog アクティベーションのステータスが表示
# showdetail
されます。
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例
次に、PID カタログをアップロードし、アクティブにする例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope pid-catalog
Uploading PID catalog
Server /chassis/pid-catalog # upload-pid-catalog tftp 10.10.10.10
pid-ctlg-2_0_12_78_01.tar.gz
upload-pid-catalog initialized.
Please check the status using "show detail".
Server /chassis/pid-catalog # show detail
Upload Status: Upload Successful
Activating the uploaded PID catalog
Server /chassis/pid-catalog # exit
Server /chassis # scope server 2
Server /chassis/server # scope pid-catalog
Server /chassis/server/pid-catalog # activate
Successfully activated PID catalog
Server /chassis/server/pid-catalog # show detail
Upload Status:
Activation Status: Activation Successful
Current Activated Version: 2.0(12.78).01
Server /chassis/server/pid-catalog #

PID カタログの削除
注意

PID カタログが削除されると、BMC が自動的に再起動します。
PID カタログを削除した後、サーバを再起動する必要があります。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope pid-catalog

サーバ PID カタログ コマンド モードを
開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 Server /chassis/server/pid-catalog # delete

確認プロンプトで [y] と入力し、アップ
ロードした PID カタログを削除します。
（注）

PID カタログは、以前に更新
およびアクティブ化されてい
る場合にのみ削除できます。

ステップ 5 （任意） Server /chassis/server/pid-catalog PID カタログのステータスを表示しま
# showdetail
す。

例
次に、PID カタログをアップロードし、アクティブにする例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 2
Server /chassis/server # scope pid-catalog
Server /chassis/server/pid-catalog # delete
CIMC will be automatically rebooted after successful deletion of the uploaded catalog
file.
Once this is complete, a host reboot will be required for the catalog changes to be
reflected in
the BIOS and host Operating System Continue?[y|N]y
Server /chassis/server/pid-catalog # show detail
PID Catalog:
Upload Status: N/A
Activation Status: N/A
Current Activated Version: 4.1(0.41)
Server /chassis/server/pid-catalog #

永続メモリ モジュール
永続メモリ モジュール
®

™

Cisco UCS S シリーズ リリース 4.0(4) は、Intel Optane Data Center 永続メモリ モジュール (第
®
®
二世代インテル Xeon Scalable プロセッサに基づく UCM M5 サーバ上) のサポートを導入しま
®
®
す。永続メモリ モジュールは、第二世代インテル Xeon Scalable プロセッサでのみ使用でき
ます。
永続メモリ モジュールは、メモリの低遅延とストレージの永続化を実現する不揮発性メモリ
モジュールです。永続メモリ モジュールに保存されているデータは、他のストレージ デバイ
スに比べてすぐにアクセスでき、電源サイクルで保持されます。
永続メモリ モジュールの設定の詳細については、『Cisco UCS: Intel® Optane™ Data Center 永続
メモリモジュールの設定と管理』を参照してください。
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サーバのプロパティの表示
この章は、次の項で構成されています。
• サーバのプロパティの表示 （93 ページ）
• CMC プロパティの表示 （94 ページ）
• Viewing Server CPU Details （95 ページ）
• メモリのプロパティの表示 （95 ページ）
• サーバの PCI アダプタのプロパティの表示 （97 ページ）
• サーバの HDD の詳細の表示 （98 ページ）
• サーバのストレージ アダプタのプロパティの表示 （99 ページ）
• TPM のプロパティの表示 （99 ページ）

サーバのプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis /server # show detail

サーバのプロパティを表示します。

例
次に、サーバのプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis #scope server 1
Server /chassis /Server #show
Server ID Power Serial Number Product Name

PID

UUID
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--------- ----- ------------- ------------- --------------------------------------------------2
on
FCH183978RD
UCS S3260
UCSC-C3X60-SVRNB
207BD0D4-C589-40C1-A73E-EF6E7F773198
Server /chassis /Server #show detail
Server ID 1:
Power: off
Serial Number: FCH1848794D
Product Name: UCS S3260
PID: UCSC-C3X60-SVRNB
UUID: 60974271-A514-484C-BAE3-A5EE4FD16E06
Server /chassis /Server #

CMC プロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 server /chassis # scope cmc 1|2

選択した SIOC コントローラ コマンド
モードの CMC を開始します。

ステップ 3 server /chassis/cmc # show detail

選択した SIOC コントローラの CMC の
詳細を表示します。

次に、CMC の詳細を表示する例を示します。
server # scope chassis
server /chassis # scope cmc 1
server /chassis/cmc # show detail
CMC Firmware update initialized.
Please check the status using "show detail"
Server /chassis/cmc # show detail
Firmware Image Information:
ID: 1
Name: CMC1
Serial Number: FCH19117MTU
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 2.0(10.97)
FW Image 1 Version: 2.0(10.97)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 2.0(10.87)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Reset Reason: not-applicable (This provides the reason for the last Cisco IMC reboot.)
server /chassis/cmc #
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Viewing Server CPU Details
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis /server # show cpu

サーバの CPU の詳細を表示します。

ステップ 4 Server# show cpu-pid

CPU の製品 ID が表示されます。

例
この例では、サーバの CPU の詳細が表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis #scope server 1
Server /chassis /Server #show cpu
Name
Cores
Version
------------ -------- -------------------------------------------------CPU1
6
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
CPU2
6
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
Server
Socket
-----CPU1
CPU2

/chassis /Server #show cpu-pid
Product ID
Model
-------------------- ---------------------------------------UCS-CPU-E52620B
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.1...
UCS-CPU-E52620B
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.1...

Server /chassis /Server #

メモリのプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis /server # show dimm

サーバの DIMM の詳細を表示します。

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
95

サーバのプロパティの表示
メモリのプロパティの表示

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 Server# show dimm-pid

DIMM 製品 ID が表示されます。

ステップ 5 Server# show dimm-summary

DIMM サマリー情報が表示されます。

例
この例には、サーバの DIMM の詳細が表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis #scope server 1
Server /chassis /Server #show dimm
Name
Capacity
-------------------- --------------DIMM_A1
16384 MB
DIMM_A2
16384 MB
DIMM_B1
16384 MB
DIMM_B2
16384 MB
DIMM_C1
16384 MB
DIMM_C2
16384 MB
DIMM_D1
16384 MB
DIMM_D2
16384 MB
DIMM_E1
16384 MB
DIMM_E2
16384 MB
DIMM_F1
16384 MB
DIMM_F2
16384 MB
DIMM_G1
16384 MB
DIMM_G2
16384 MB
DIMM_H1
16384 MB
DIMM_H2
16384 MB

Channel Speed (MHz)
------------------1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866

Server /chassis /Server #show dimm-pid
Name
Product ID
----------------- -------------------DIMM_A1
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_A2
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_B1
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_B2
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_C1
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_C2
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_D1
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_D2
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_E1
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_E2
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_F1
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_F2
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_G1
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_G2
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_H1
UCS-MR-1X162RZ-A
DIMM_H2
UCS-MR-1X162RZ-A

Vendor ID
---------0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00
0xCE00

Channel Type
--------------DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3
DDR3

Capacity
--------16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB
16384 MB

Speed
-----1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866

Server /chassis /Server #show dimm-summary
DIMM Summary:
Memory Speed: 1600 MHz
Total Memory: 262144 MB
Effective Memory: 262144 MB
Redundant Memory: 0 MB
Failed Memory: 0 MB
Ignored Memory: 0 MB
Number of Ignored Dimms: 0
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Number of Failed Dimms: 0
Memory RAS possible: Independent Mirroring Lockstep
Memory Configuration: Independent

Server /chassis /Server #

サーバの PCI アダプタのプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis /server # show pci-adapter サーバのPCI アダプタの詳細が表示され
ます。
ステップ 4 Server# show pciadapter-pid

PCI アダプタの製品 ID が表示されます。

例
この例には、サーバの PCI アダプタの詳細が表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis #scope server 1
Server /chassis /Server #show pci-adapter

Slot
Vendor ID Device ID SubVendor ID SubDevice ID Firmware Version Product
Name
---------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------------------------------------L
0x8086
0x1521
0x1137
0x00d5
0x80000E74... Intel(R) I350
1 Gbps N...
1
0x1cc7
0x0200
0x1cc7
0x0200
N/A
Radian RMS-200
NVRAM card
MLOM
0x1137
0x0042
0x1137
0x0139
4.1(3S1)
Cisco UCS VIC
1227T MLOM
HBA
0x1000
0x005d
0x1137
0x00db
24.12.1-0107 Cisco 12G SAS
Modular ...
Option ROM Status
---------Loaded
Not-Loaded
Not-Loaded
Loaded
Server /chassis /Server #show pciadapter-pid
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Slot
-----1
M

Product ID
-------------------UNKNOWN
UCSC-C3X60-RAID

Vendor ID
---------0x1137
0x1000

Device ID
----------0x0042
0x005d

SubVendor ID
------------0x1137
0x1137

SubDevice ID
------------0x0157
0x012d

Server /chassis /Server #

サーバの HDD の詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis /server # show hdd-pid

サーバの HDD 詳細が表示されます。

例
この例では、サーバの HDD の詳細が表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis #scope server 1
Server /chassis /Server #show hdd-pid
Disk Controller Product ID
---- ----------- -------------------1
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
2
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
3
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
4
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
5
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
6
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
7
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
8
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
9
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
10
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
11
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
12
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
13
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E
14
SLOT-MEZZ
UCS-HD4T7KS3-E

Vendor
---------TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA
TOSHIBA

Model
-----------MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400
MG03SCA400

Server /chassis /Server#
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サーバのストレージ アダプタのプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis /server # show
storageadapter

サーバのストレージ アダプタの詳細が
表示されます。

例
この例には、サーバのストレージ アダプタの詳細が表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis #scope server 1
Server /chassis /Server #show storageadapter
PCI Slot
Health
Controller Status ROC Temperature Product Name
------------ -------------- ----------------- -----------------------------------------------SLOT-MEZZ
Good
Optimal
48 degrees C
RAID controller for UCS
S3260 S...
Serial Number
-------------FCH184972F5

Firmware Package Build
---------------------24.7.3-0006

Product ID
----------

D Battery Status
----------------

LSI Logic

Optimal

Cache Memory Size
----------------3534 MB

Boot Drive Boot Drive is PD
---------- ----------------0
false
Server /chassis /Server #

TPM のプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。
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コマンドまたはアクション
ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

目的
サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # show tpm-inventory サーバの TPM プロパティを表示しま
す。

例
次に、サーバの TPM プロパティの例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis #scope server 1
Server /chassis /Server #show tpm-inventory
Version
Presence
Enabled-Status
Active-Status

Ownership Revision

----------- ------------ ------------------ ----------------- --------- -----------NA
empty
unknown
unknown
unknown
NA
Model
Vendor
Serial
---------------- -------------------- ---------------Server chassis /Server#

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
100

第

6

章

センサーの表示
この章は、次の項で構成されています。
• シャーシ センサーの表示 （101 ページ）
• サーバのセンサーの表示 （107 ページ）

シャーシ センサーの表示
電源センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope sensor

センサー コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /sensor # show psu

サーバの電源センサーの統計情報を表示
します。

ステップ 3 Server /sensor # show psu-redundancy

サーバの電源冗長センサーのステータス
を表示します。

例
次に、電源センサーの統計情報を表示する例を示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show psu
Name
Sensor Status Reading Units Min. Warning Max. Warning
Max. Failure
------------ -------------- -------- ------ ------------ -----------------------SU1_PIN
Normal
102
Watts
N/A
882
1098

Min. Failure
------------N/A
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PSU2_PIN
1098
PSU3_PIN
1098
PSU4_PIN
1098
PSU1_POUT
996
PSU2_POUT
996
PSU3_POUT
996
PSU4_POUT
996
POWER_USAGE
2674
PSU1_DC_OK

Normal

96

Watts

N/A

882

N/A

Normal

102

Watts

N/A

882

N/A

Normal

96

Watts

N/A

882

N/A

Normal

78

Watts

N/A

798

N/A

Normal

78

Watts

N/A

798

N/A

Normal

84

Watts

N/A

798

N/A

Normal

84

Watts

N/A

798

N/A

Normal

406

Watts

N/A

N/A

N/A

Normal

good

PSU2_DC_OK

Normal

good

PSU3_DC_OK

Normal

good

PSU4_DC_OK

Normal

good

PSU1_AC_OK

Normal

good

PSU2_AC_OK

Normal

good

PSU3_AC_OK

Normal

good

PSU4_AC_OK

Normal

good

PSU1_STATUS

Normal

present

PSU2_STATUS

Normal

present

PSU3_STATUS

Normal

present

PSU4_STATUS

Normal

present

Server /sensor # show psu-redundancy
Name
Reading
Sensor Status
-------------------- --------------- -------------------PS_RDNDNT_MODE
full
Normal
Server /sensor #

ファン センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope sensor

センサー コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /sensor # show fan [detail]

サーバのファン センサーの統計情報を
表示します。
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例
次に、ファン センサーの統計情報を表示する例を示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show fan
Name
Sensor Status
Max. Failure
--------------- -----------------------PSU1_FAN_SPEED
Normal
N/A
PSU2_FAN_SPEED
Normal
N/A
PSU3_FAN_SPEED
Normal
N/A
PSU4_FAN_SPEED
Normal
N/A
FAN1_SPEED
Normal
N/A
FAN2_SPEED
Normal
N/A
FAN3_SPEED
Normal
N/A
FAN4_SPEED
Normal
N/A
FAN5_SPEED
Normal
N/A
FAN6_SPEED
Normal
N/A
FAN7_SPEED
Normal
N/A
FAN8_SPEED
Normal
N/A
Server /sensor #

Reading

Units

Min. Warning

Max. Warning Min. Failure

---------- ------ ------------- ------------ ------------5160

RPM

1118

N/A

946

6106

RPM

1118

N/A

946

5762

RPM

1118

N/A

946

4988

RPM

1118

N/A

946

6600

RPM

2040

N/A

1800

6660

RPM

2040

N/A

1800

6600

RPM

2040

N/A

1800

6660

RPM

2040

N/A

1800

6660

RPM

2040

N/A

1800

6660

RPM

2040

N/A

1800

6660

RPM

2040

N/A

1800

6660

RPM

2040

N/A

1800

電流センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope sensor

センサー コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /sensor # show current

電流センサーの統計情報を表示します。

例
次に、電流センサーの統計情報を表示する例を示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show current
Name
Sensor Status Reading
Failure

Units

Min. Warning Max. Warning Min. Failure Max.
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----------- ------------- ---------- ------- ------------ ------------ ----------------------PSU1_IOUT
Normal
6.00
AMP
N/A
78.00
N/A
87.00
PSU2_IOUT
Normal
6.00
AMP
N/A
78.00
N/A
87.00
PSU3_IOUT
Normal
7.00
AMP
N/A
78.00
N/A
87.00
PSU4_IOUT
Normal
7.00
AMP
N/A
78.00
N/A
87.00
Server /sensor #

電圧センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope sensor

センサー コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /sensor # show voltage

電圧センサーの統計情報を表示します。

例
次に、電圧センサーの統計情報を表示する例を示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show voltage
Name
Sensor Status
Max. Failure
---------------- ------------------------SIOC_P1V0
Normal
1.064
SIOC_P1V2
Normal
1.272
SIOC_P1V5
Normal
1.590
SIOC_P2V5
Normal
2.646
SIOC_P3V3
Normal
3.500
SIOC_P12V_STBY
Normal
12.720
SIOC_P3V3_STBY
Normal
3.460
PSU1_VIN
Normal
264.000
PSU2_VIN
Normal
264.000
PSU3_VIN
Normal
264.000
PSU4_VIN
Normal
264.000
P5V_1
Normal

Reading

Units

Min. Warning Max. Warning Min. Failure

---------- ------ ------------ ------------ -----------1.000

V

N/A

N/A

0.944

1.208

V

N/A

N/A

1.128

1.500

V

N/A

N/A

1.410

2.478

V

N/A

N/A

2.338

3.320

V

N/A

N/A

3.100

12.060

V

N/A

N/A

11.280

3.360

V

N/A

N/A

3.140

228.000

V

N/A

N/A

N/A

228.000

V

N/A

N/A

N/A

228.000

V

N/A

N/A

N/A

228.000

V

N/A

N/A

N/A

5.010

V

N/A

N/A

4.500
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5.640
P5V_2

Normal

5.010

V

N/A

N/A

4.500

Normal

5.010

V

N/A

N/A

4.500

Normal

5.010

V

N/A

N/A

4.500

Normal

0.872

V

N/A

N/A

0.836

Normal

0.872

V

N/A

N/A

0.836

Normal

0.888

V

N/A

N/A

0.836

Normal

0.904

V

N/A

N/A

0.836

Normal

12.000

V

N/A

N/A

N/A

Normal

12.000

V

N/A

N/A

N/A

Normal

12.000

V

N/A

N/A

N/A

Normal

12.000

V

N/A

5.640
P5V_3
5.640
P5V_4
5.640
P0V9_EXP1_VCORE
0.976
P0V9_EXP2_VCORE
0.976
P0V9_EXP1_AVD
0.976
P0V9_EXP2_AVD
0.976
PSU1_VOUT
12.600
PSU2_VOUT
12.600
PSU3_VOUT
12.600
PSU4_VOUT
Server /sensor #

温度センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope sensor

センサー コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /sensor # show temperature

温度センサーの統計情報を表示します。

例
次に、温度センサーの統計情報を表示する例を示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show temperature
Name
Sensor Status Reading Units
Min. Warning Max. Warning Min. Failure
Max. Failure
------------------ -------------- ------- -------- ------------ ------------ ----------------------SIOC1_BACK_TEMP
Normal
37.0
C
N/A
70.0
N/A
80.0
SIOC1_FRONT_TEMP
Normal
42.0
C
N/A
70.0
N/A
80.0
SIOC1_MID_TEMP
Normal
41.0
C
N/A
70.0
N/A
80.0
SIOC1_VIC_TEMP
Normal
44.0
C
N/A
70.0
N/A
80.0
SIOC2_VIC_TEMP
Normal
44.0
C
N/A
70.0
N/A
80.0
MOBO_R_BOT_TEMP
Normal
30.0
C
N/A
70.0
N/A
80.0
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MOBO_L_BOT_TEMP
80.0
MOBO_R_MID_TEMP
55.0
MOBO_R_IN_TEMP
55.0
MOBO_L_IN_TEMP
55.0
MOBO_L_MID_TEMP
55.0
MOBO_R_OUT_TEMP
52.0
MOBO_L_OUT_TEMP
51.0
PSU1_TEMP
60.0
PSU2_TEMP
60.0
PSU3_TEMP
60.0
PSU4_TEMP
60.0
SIOC1_CMC_TEMP
85.0
MOBO_R_EXP_TEMP
90.0
MOBO_L_EXP_TEMP
90.0
SIOC2_BACK_TEMP
80.0
SIOC2_FRONT_TEMP
80.0
SIOC2_MID_TEMP
80.0
SIOC2_CMC_TEMP
85.0
Server /sensor #

Normal

31.0

C

N/A

70.0

N/A

Normal

25.0

C

N/A

50.0

N/A

Normal

24.0

C

N/A

50.0

N/A

Normal

26.0

C

N/A

50.0

N/A

Normal

26.0

C

N/A

50.0

N/A

Normal

29.0

C

N/A

47.0

N/A

Normal

29.0

C

N/A

46.0

N/A

Normal

24.0

C

N/A

55.0

N/A

Normal

27.0

C

N/A

55.0

N/A

Normal

27.0

C

N/A

55.0

N/A

Normal

25.0

C

N/A

55.0

N/A

Normal

51.0

C

N/A

75.0

N/A

Normal

37.0

C

N/A

80.0

N/A

Normal

40.0

C

N/A

80.0

N/A

Normal

36.0

C

N/A

70.0

N/A

Normal

36.0

C

N/A

70.0

N/A

Normal

36.0

C

N/A

70.0

N/A

Normal

36.0

C

N/A

75.0

N/A

LED センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope sensor

センサー コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /sensor # show led

LEDセンサーの統計情報を表示します。

例
この例では、LED センサーの統計情報を表示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show led
LED Name
LED State LED Color
------------------------- ---------- --------
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LED_FAN12_FAULT
LED_FAN34_FAULT
LED_FAN56_FAULT
LED_FAN78_FAULT
CHS_FP_LED_ID
LED_HLTH_STATUS
LED_PSU_STATUS
LED_TEMP_STATUS
LED_FAN_STATUS
SERVER1_FP_ID_LED
SERVER2_FP_ID_LED
OVERALL_DIMM_STATUS
Server /sensor #

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
ON

AMBER
AMBER
AMBER
AMBER
BLUE
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
BLUE
BLUE
GREEN

サーバのセンサーの表示
ストレージ センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope sensor

センサー コマンドを入力します。

ステップ 3 Server /server /sensor #show hdd

サーバのストレージ センサー表示しま
す。

例
この例では、サーバのストレージ センサーが表示されます。
Server# scope server 1
Server /server #scope sensor
Server /server /sensor #show hdd
Name
Status
-------------------- -------------------SSD1_PRS
inserted
SSD2_PRS
inserted
Server server /sensor #
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電流センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope sensor

センサー コマンドを入力します。

ステップ 3 Server /server /sensor #show current

サーバの電流センサー表示します。

例
この例では、サーバの電流センサーが表示されます。
Server# scope server 1
Server /server #scope sensor
Server /server /sensor #show current
Name
Sensor Status Reading Units
Min. Warning Max. Warning Min. Failure
Max. Failure
-------------- -------------- -------- ------- ------------ ------------ ----------------------P12V_CUR_SENS Normal
5.84
AMP
N/A
N/A
N/A
56.90
Server server /sensor #

LED センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope sensor

センサー コマンドを入力します。

ステップ 3 Server /server /sensor #show led

サーバの LED センサーを表示します。

例
この例では、サーバの LED センサーが表示されます。
Server# scope server 1
Server /server #scope sensor
Server /server /sensor #show led
LED Name
LED State LED Color
------------------------- ---------- --------

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
108

センサーの表示
温度センサーの表示

FP_ID_LED
P1_DIMM_A1_LED
P1_DIMM_A2_LED
P1_DIMM_B1_LED
P1_DIMM_B2_LED
P1_DIMM_C1_LED
P1_DIMM_C2_LED
P1_DIMM_D1_LED
P1_DIMM_D2_LED
P2_DIMM_E1_LED
P2_DIMM_E2_LED
P2_DIMM_F1_LED
P2_DIMM_F2_LED
P2_DIMM_G1_LED
P2_DIMM_G2_LED
P2_DIMM_H1_LED
P2_DIMM_H2_LED
LED_HLTH_STATUS
LED_TEMP_STATUS
OVERALL_DIMM_STATUS

FAST BLINK BLUE
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
OFF
AMBER
ON
GREEN
ON
GREEN
ON
GREEN

Server server /sensor #

温度センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope sensor

センサー コマンドを入力します。

ステップ 3 Server /server /sensor #show temperature

サーバの温度センサーを表示します。

例
この例では、サーバーの温度センサーが表示されます。
Server# scope server 1
Server /server #scope sensor
Server /server /sensor #show temperature
Name
Sensor Status Reading Units
Min. Warning Max. Warning Min. Failure
Max. Failure
---------------- -------------- -------- -------- ------------ ------------ ----------------------TEMP_SENS_FRONT Normal
24.0
C
N/A
60.0
N/A
70.0
TEMP_SENS_REAR
Normal
25.0
C
N/A
80.0
N/A
85.0
P1_TEMP_SENS
Normal
21.0
C
N/A
74.0
N/A
79.0
P2_TEMP_SENS
Normal
23.5
C
N/A
74.0
N/A
79.0
DDR3_P1_A1_TEMP Normal
23.0
C
N/A
65.0
N/A
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85.0
DDR3_P1_A2_TEMP
85.0
DDR3_P1_B1_TEMP
85.0
DDR3_P1_B2_TEMP
85.0
DDR3_P1_C1_TEMP
85.0
DDR3_P1_C2_TEMP
85.0
DDR3_P1_D1_TEMP
85.0
DDR3_P1_D2_TEMP
85.0
DDR3_P2_E1_TEMP
85.0
DDR3_P2_E2_TEMP
85.0
DDR3_P2_F1_TEMP
85.0

Normal

23.0

C

N/A

65.0

N/A

Normal

23.0

C

N/A

65.0

N/A

Normal

23.0

C

N/A

65.0

N/A

Normal

24.0

C

N/A

65.0

N/A

Normal

24.0

C

N/A

65.0

N/A

Normal

24.0

C

N/A

65.0

N/A

Normal

23.0

C

N/A

65.0

N/A

Normal

23.0

C

N/A

65.0

N/A

Normal

23.0

C

N/A

65.0

N/A

Normal

22.0

C

N/A

65.0

N/A

Server server /sensor #

電圧センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope sensor

センサー コマンドを入力します。

ステップ 3 Server /server /sensor #show voltage

サーバの電圧センサーを表示します。

例
この例では、サーバの電圧センサーが表示されます。
Server# scope server 1
Server /server #scope sensor
Server /server /sensor #show voltage
Name
Sensor Status Reading Units
Min. Warning Max. Warning Min. Failure
Max. Failure
--------------- -------------- -------- -------- ------------ ------------ ----------------------P3V_BAT_SCALED
Normal
2.973
V
N/A
N/A
2.154
3.418
P5V_STBY
Normal
4.909
V
N/A
N/A
4.555
5.452
P3V3_STBY
Normal
3.302
V
N/A
N/A
3.018
3.602
P1V1_SSB_STBY
Normal
1.088
V
N/A
N/A
1.000
1.205
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P1V8_STBY
1.980
P1V0_STBY
1.088
P1V5_STBY
1.637
P0V75_STBY
0.823
P2V5_STBY
2.734
P12V
12.803
P5V
5.335
P3V3
3.526
P1V5_SSB
1.607
P1V1_SSB
1.178
PVTT_P1
1.061
PVTT_P2
1.061
PVSA_P1
1.170

Normal

1.784

V

N/A

N/A

1.627

Normal

0.990

V

N/A

N/A

0.911

Normal

1.490

V

N/A

N/A

1.372

Normal

0.725

V

N/A

N/A

0.686

Normal

2.484

V

N/A

N/A

2.279

Normal

11.977

V

N/A

N/A

11.210

Normal

5.031

V

N/A

N/A

4.680

Normal

3.276

V

N/A

N/A

3.089

Normal

1.482

V

N/A

N/A

1.412

Normal

1.084

V

N/A

N/A

1.037

Normal

0.991

V

N/A

N/A

0.944

Normal

0.975

V

N/A

N/A

0.944

Normal

0.959

V

N/A

N/A

0.593

Server server /sensor #
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第

7

章

リモート プレゼンスの管理
この章は、次の項で構成されています。
• 仮想 KVM の管理 （113 ページ）
• 仮想メディアの設定 （117 ページ）
• Serial over LAN の管理 （123 ページ）

仮想 KVM の管理
KVM コンソール
KVM コンソールは Cisco IMC からアクセス可能なインターフェイスであり、サーバへのキー
ボード、ビデオ、マウス（KVM）の直接接続をエミュレートします。KVMコンソールを使用
すると、リモートの場所からサーバに接続できます。
サーバに物理的に接続された CD/DVD ドライブまたはフロッピー ドライブを使用する代わり
に、KVM コンソールは仮想メディアを使用します。これは、仮想 CD/DVD ドライブまたはフ
ロッピー ドライブにマップされる実際のディスク ドライブまたはディスク イメージ ファイル
です。次のいずれでも仮想ドライブにマップできます。
• コンピュータ上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• コンピュータ上のディスク イメージ ファイル（ISO または IMG ファイル）
• コンピュータ上の USB フラッシュ ドライブ
• ネットワーク上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• ネットワーク上のディスク イメージ ファイル（ISO または IMG ファイル）
• ネットワーク上の USB フラッシュ ドライブ
KVM コンソールを使用してサーバに OS をインストールできます。
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仮想 KVM のイネーブル化

（注）

S3260 ストレージ サーバに KVM コンソールを正常に設定するには、Cisco IMC、CMC および
BMC コンポーネントの IP アドレスを設定する必要があります。CLI インターフェイスまたは
Web UI を使用してこれらのコンポーネントの IP アドレスを設定できます。CLI の場合は、コ
マンド scope network を使用するか、または scope <chassis/server1/2><cmc/bmc><network> を使
用して設定を表示します。
Web インターフェイスでネットワーク コンポーネントの IP アドレスを設定するには、「ネッ
トワーク関連の設定」の項に記載する手順を参照してください。

（注）

KVM コンソールの操作には、GUI 以外は使用できません。KVM コンソールの起動手順につい
ては、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management Controller GUI Configuration Guide』
を参照してください。

仮想 KVM のイネーブル化
始める前に
仮想 KVM をイネーブルにするには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があり
ます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope kvm

KVM コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/kvm # set enabled yes

仮想 KVM をイネーブルにします。

ステップ 4 Server /server/kvm # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 5 Server /server/kvm show [detail]

（任意）仮想 KVM の設定を表示しま
す。

例
次に、仮想 KVM をイネーブルにする例を示します。
Server# scope server 1
Server /server # scope kvm
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Server /server/kvm # set enabled yes
Server /server/kvm *# commit
Server /server/kvm # show detail
KVM Settings:
Encryption Enabled: yes
Max Sessions: 4
Local Video: yes
Active Sessions: 1
Enabled: yes
KVM Port: 2068
Server /server/kvm #

仮想 KVM のディセーブル化
始める前に
仮想 KVM をイネーブルにするには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があり
ます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope kvm

KVM コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server /kvm # set enabled no

仮想 KVM をディセーブルにします。
（注）

仮想 KVM をディセーブルに
すると仮想メディア機能への
アクセスがディセーブルにな
りますが、仮想メディアがイ
ネーブルであれば仮想メディ
ア デバイスは切断されませ
ん。

ステップ 4 Server /server/kvm # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 5 Server /server/kvm show [detail]

（任意）仮想 KVM の設定を表示しま
す。

例
次に、仮想 KVM をイネーブルにする例を示します。

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
115

リモート プレゼンスの管理
仮想 KVM の設定

Server# scope server 1
Server /server # scope kvm
Server /server/kvm # set enabled no
Server /server/kvm *# commit
Server /server/kvm # show detail
KVM Settings:
Encryption Enabled: yes
Max Sessions: 4
Local Video: yes
Active Sessions: 0
Enabled: no
KVM Port: 2068
Server /server/kvm #

仮想 KVM の設定
始める前に
仮想 KVM を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope kvm

KVM コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/kvm # set enabled {yes |no\\ 仮想 KVM をイネーブルまたはディセー
ブルにします。
ステップ 4 Server /server/kvm # set encrypted {yes |
no}

暗号化をイネーブルにすると、サーバは
KVM で送信されるすべてのビデオ情報
を暗号化します。

ステップ 5 Server /server/kvm # set kvm-port ポート KVM 通信に使用するポートを指定しま
す。
ステップ 6 Server /server/kvm # set local-video {yes | ローカル ビデオが [yes] である場合、
no}
KVM セッションはサーバに接続されて
いるすべてのモニタにも表示されます。
ステップ 7 Server /server/kvm # set max-sessions セッ 許可されている KVM の同時セッション
の最大数を指定します。sessions 引数
ション
は、1 ～ 4 の範囲の整数になります。
ステップ 8 Server /server/kvm # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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コマンドまたはアクション
ステップ 9 Server /server/kvm show [detail]

目的
（任意）仮想 KVM の設定を表示しま
す。

例
次に、仮想 KVM を設定し、その設定を表示する例を示します。
Server# scope server 1
Server /server # scope kvm
Server /server/kvm # set enabled yes
Server /server/kvm *# set encrypted no
Server /server/kvm *# set kvm-port 2068
Server /server/kvm *# set max-sessions 4
Server /server/kvm *# set local-video yes
Server /server/kvm *# commit
Server /server/kvm # show detail
KVM Settings:
Encryption Enabled: no
Max Sessions: 4
Local Video: yes
Active Sessions: 0
Enabled: yes
KVM Port: 2068
Server /server/kvm #

次のタスク
GUI から仮想 KVM を起動します。

仮想メディアの設定
始める前に
仮想メディアを設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope vmedia

仮想メディア コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 2 Server /vmedia # set enabled {yes | no}

仮想メディアをイネーブルまたはディ
セーブルにします。デフォルトでは、仮
想メディアはディセーブルになります。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

仮想メディアをディセーブル
にすると、仮想 CD、仮想フ
ロッピー、および仮想 HDD デ
バイスがホストから切断され
ます。

ステップ 3 Server /vmedia # set encryption {yes | no} 仮想メディアの暗号化をイネーブルまた
はディセーブルにします。
ステップ 4 Server /vmedia # set
low-power-usb-enabled {yes | no}

低電力 USB をイネーブルまたはディ
セーブルにします。
（注）

UCS VIC P81E カードを持つ
サーバに ISO をマッピングし
ているときに NIC が Cisco
Card モードである場合：
• 低電力 USB をイネーブル
にすると、ISO をマッピ
ングしてホストを再起動
した後にカードがリセッ
トされ、ISO マッピング
は失われます。仮想ドラ
イブはブートの選択メ
ニューに表示されませ
ん。
• 低電力 USB をディセーブ
ルにすると、ISO をマッ
ピングしてホストと Cisco
IMC を再起動した後、
ブートの選択メニューに
仮想ドライバが正しく表
示されます。

ステップ 5 Server /vmedia # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 6 Server /vmedia # show [detail]

（任意）仮想メディアの設定を表示しま
す。

例
次に、仮想メディアの暗号化を設定する例を示します。
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Server# scope vmedia
Server /vmedia # set enabled yes
Server /vmedia *# set encryption yes
Server /vmedia *# set low-power-use-enabled no
Server /vmedia *# commit
Server /vmedia # show detail
vMedia Settings:
Encryption Enabled: yes
Enabled: yes
Max Sessions: 1
Active Sessions: 0
Low Power USB Enabled: no
Server /vmedia #

次のタスク
KVM を使用して、仮想メディア デバイスをホストに接続します。

Cisco IMC マップされた vMedia ボリュームの設定
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope vmedia

仮想メディア コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 3 サーバ/サーバ/vmedia # map-cifs
vMedia の CIFS ファイルをマッピングし
{volume-name |remote-share
ます。次を指定する必要があります。
|remote-file-path [マウント オプション]
• 作成するボリュームの名前
• IP アドレスおよびエクスポートさ
れるディレクトリを含むリモート共
有
• エクスポートされるディレクトリに
対応するリモートファイルのパス。
• （任意）マッピング オプション
• サーバに接続するためのユーザ名と
パスワード

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
119

リモート プレゼンスの管理
Cisco IMC マップされた vMedia ボリュームの設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 Server /server/vmedia # map-nfs
vMedia の NFS ファイルをマッピングし
{volume-name |remote-share
ます。次を指定する必要があります。
|remote-file-path} [マウント オプション]
• 作成するボリュームの名前
• IP アドレスおよびエクスポートさ
れるディレクトリを含むリモート共
有
• エクスポートされるディレクトリに
対応するリモートファイルのパス。
• （任意）マッピング オプション
ステップ 5 Server /server/vmedia # map-www
vMedia の HTTPS ファイルをマッピング
{volume-name |remote-share
します。次を指定する必要があります。
|remote-file-path} [マウント オプション]
• 作成するボリュームの名前
• IP アドレスおよびエクスポートさ
れるディレクトリを含むリモート共
有
• エクスポートされるディレクトリに
対応するリモートファイルのパス。
• （任意）マッピング オプション
• サーバに接続するためのユーザ名と
パスワード

例
次に、CIFS Cisco IMC マップされた vmedia 設定を作成する例を示します。
Server # scope server 1
Server /server #scope vmedia
Server /server/vmedia # map-cifs sample-volume //10.10.10.10/project /test/sample
Server username:
Server password: ****
Confirm password: ****
Server /server/vmedia #
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Cisco IMC マップされた vMedia ボリューム プロパティの表示
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope vmedia

仮想メディア コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 3 Server /server/vmedia # show mappings 詳 設定されたすべての vMedia マッピング
の情報を表示します。
細

例
次に、設定されたすべての vMedia マッピングのプロパティを表示する例を示します。
Server # scope server 1
Server /server/scope vmedia
Server /server/vmedia # show mappings
Volume Map-status
mount-type
------ -------------------Huu
OK
www
Rhel
OK
www

Drive-type
------------

remote-share

remote-file

--------------------- -------------------

removable

http://10.104.236.99/ rhel-server-6.1-x86_6.iso

CD

http://10.104.236.99/ rhel-server-6.1-x86_6.iso

Server /server/vmedia #

既存の Cisco IMC vMedia イメージの再マッピング
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope vmedia

目的
vMedia コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /vmedia # show saved-mappings

利用可能な保存済みのマッピングを表示
します。

ステップ 3 Server /vmedia # remap マッピング ボ
リューム

VMedia を再マッピングします。
（注）

このコマンドの変数として保
存されているマッピングのボ
リューム名を使用する必要が
あります。

ステップ 4 （任意） Server /vmedia # show mappings マッピングされた vMedia の詳細を表示
します。

例
次に、保存されているマッピングに vMedia イメージを再マッピングする例を示しま
す。
Server # scope vmedia
Server/vmedia # remap huu
Server/vmedia # show mappings
Volume
Map-Status
Drive-Type Remote-Share
Remote-File
Mount-Type
---------------- ------------------------ ---------- ----------------------------------------------- -------huu
OK
CD
https://10.104.236.99...
ucs-c240-huu-3.0.0.33... www
Server/vmedia # show saved-mappings
Volume
Drive-Type Remote-Share
Remote-File
Mount-Type
---------------- ---------- ------------------------ ------------------------ -------huu
CD
https://10.104.236.99... ucs-c240-huu-3.0.0.33... www
Server/vmedia #

Cisco IMC vMedia イメージの削除
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope vmedia

vMedia コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /vmedia # delete-saved-mappings

確認プロンプトで yes と入力します。
保存済みのマッピングを削除します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 Server /vmedia # show saved-mappings

目的
削除されたので、保存されたマッピング
は表示されません。

例
次の例は、保存されたマッピングの削除方法を示します。
Server # scope vmedia
Server/vmedia # show saved-mappings
Volume
Drive-Type Remote-Share
Remote-File
Mount-Type
---------------- ---------- ------------------------ ------------------------ -------huu
CD
https://10.104.236.99... ucs-c240-huu-3.0.0.33... www
Server/vmedia # delete-saved-mappings
Purge saved mappings? Enter 'yes' to confirm -> yes
Server/vmedia # show saved-mappings
Server/vmedia #

Serial over LAN の管理
Serial Over LAN
Serial over LAN（SoL）は、IP を介した SSH セッションを利用して、管理対象システムのシリ
アル ポートの入力と出力をリダイレクトできるようにするメカニズムです。SoL は、Cisco IMC
経由でホスト コンソールに到達するための手段となります。

Serial Over LAN に関するガイドラインおよび制約事項
SoL にリダイレクトするには、サーバ コンソールに次の設定が含まれている必要があります。
• シリアル ポート A へのコンソール リダイレクション
• フロー制御なし
• SoL に設定されたのと同じボー レート
• VT-100 端末タイプ
• レガシー OS のリダイレクションが無効
SoL セッションは、ブート メッセージなどの行指向の情報や、BIOS 設定メニューなどの文字
指向の画面メニューを表示します。サーバで Windows などのビットマップ指向表示のオペレー
ティング システムやアプリケーションが起動されると、SoL セッションによる表示はなくなり
ます。サーバで Linux などのコマンドライン指向のオペレーティング システム（OS）が起動
された場合、SoL セッションで適切に表示するために OS の追加設定が必要になることがあり
ます。
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SoL セッションでは、ファンクション キー F2 を除くキーストロークはコンソールに送信され
ます。F2 をコンソールに送信するには、Escape キーを押してから 2 を押します。

Serial over LAN の設定
始める前に
Serial over LAN（SoL）を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server# scope sol

SoL コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/sol # set enabled {yes |no}

このサーバで SoL をイネーブルまたは
ディセーブルにします。

ステップ 4 Server /server/sol # set baud-rate {9600
|19200 |38400 |57600 |115200}

システムが SoL 通信に使用するシリア
ル ボー レートを設定します。
（注）

このボー レートは、サーバの
シリアル コンソールで設定し
たボー レートと一致する必要
があります。

ステップ 5 （任意） Server /server/sol # set comport システムが SoL 通信をルーティングす
{com0 |com1
るシリアル ポートを設定します。
（注）

このフィールドは一部の C シ
リーズ サーバだけで使用でき
ます。使用できない場合、
サーバは、SoL 通信に COM
ポート 0 を使用します。

次を指定することができます。
• [com0]：SoL 通信は、外部デバイス
への物理 RJ45 接続またはネット
ワーク デバイスへの仮想 SoL 接続
をサポートする、外部からアクセス
可能なシリアル ポートである COM
ポート 0 を介してルーティングされ
ます。
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目的
このオプションを選択すると、シス
テムは、SoL をイネーブルにし、
RJ45接続をディセーブルにします。
これは、サーバが外部シリアル デ
バイスをサポートできなくなること
を意味します。
• [com1]：SoL 通信は、SoL だけを介
してアクセス可能な内部ポートであ
る、COM ポート 1 経由でルーティ
ングされます。
このオプションを選択した場合、
COM ポート 1 上の SoL および COM
ポート 0 上の物理 RJ45 接続を使用
できます。
（注）

comport 設定を変更すると、既
存のすべての SoL セッション
は切断されます。

ステップ 6 Server /sol # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 7 Server /sol # show [detail]

（任意）SoL の設定を表示します。

例
次に、SoL を設定する例を示します。
Server# scope server 1
Server /server #scope sol
Server /server/sol # set enabled yes
Server /server/sol *# set baud-rate 115200
Server /server/sol *# set comport com1
Server /server/sol *# commit
Server /server/sol # show
Enabled Baud Rate(bps) Com Port
------- --------------- -------yes
115200
com1
Server /sol # show detail
Serial Over LAN:
Enabled: yes
Baud Rate(bps): 115200
Com Port: com1
Server /server/sol #
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ユーザ アカウントの管理
この章は、次の項で構成されています。
• ローカル ユーザの設定 （127 ページ）
• 非 IPMI ユーザー モード （130 ページ）
• 強力なパスワードの無効化 （132 ページ）
• パスワードの有効期限切れ （133 ページ）
• ユーザ パスワードのリセット （134 ページ）
• ユーザに対するパスワード期限切れの設定 （135 ページ）
• LDAP サーバ （136 ページ）
• LDAP サーバの設定 （137 ページ）
• Cisco IMC での LDAP の設定 （138 ページ）
• Cisco IMC での LDAP グループの設定 （140 ページ）
• LDAP グループでのネストされたグループの検索深度の設定 （142 ページ）
• LDAP 証明書の概要 （143 ページ）
• ユーザ検索の優先順位の設定 （149 ページ）
• ユーザ セッションの表示 （150 ページ）
• ユーザ セッションの終了 （151 ページ）

ローカル ユーザの設定
始める前に
ローカル ユーザ アカウントを設定または変更するには、admin 権限を持つユーザとしてログイ
ンする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server# scope user usernumber

目的
ユーザ番号 usernumber に対するユーザ
コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /user # set enabled {yes |no\\

Cisco IMC でユーザ アカウントをイネー
ブルまたはディセーブルにします。

ステップ 3 Server /user # set name username

ユーザのユーザ名を指定します。

ステップ 4 Server /user # set password

パスワードを 2 回入力するように求めら
れます。
（注）

強力なパスワードを有効にす
ると、ガイドラインに従って
パスワードを設定する必要が
あります。
• パスワードは 8 ～ 14 文字
とすること。
• パスワードにユーザ名を
含めないこと。
• パスワードには次の 4 つ
のカテゴリの中から 3 つ
に該当する文字を含める
こと。
• 大文字の英字（A ～
Z）
• 小文字の英字（a ～
z）
• 10 進数の数字（0 ～
9）
• アルファベット以外
の文字（!、@、#、
$、%、^、&、*、
強力なパスワードを無効にす
ると、1 ～ 20 文字の範囲で任
意の文字（英数字、特殊文字
または整数）を使用してパス
ワードを設定できます。
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ユーザ アカウントの管理
ローカル ユーザの設定

コマンドまたはアクション
ステップ 5 Server /user # set role {readonly |user
|admin\\

目的
ユーザに割り当てるロールを指定しま
す。ロールには、次のものがあります。
• readonly：このユーザは情報を表示
できますが、変更することはできま
せん。
• user：このユーザは、次の操作を実
行できます。
• すべての情報を表示する
• 電源のオン、電源再投入、電源
のオフなどの電力制御オプショ
ンを管理する
• KVM コンソールと仮想メディ
アを起動する
• すべてのログをクリアする
• ロケータ LED を切り替える
• タイム ゾーンを設定する
• IP アドレスを ping する
• admin：このユーザは、GUI、CLI、
IPMI で可能なすべての処理を実行
できます。

ステップ 6 Server /user # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、ユーザ 5 を admin として設定する例を示します。
Server# scope user 5
Server /user # set enabled yes
Server /user *# set name john
Server /user *# set password
Warning:
Strong Password Policy is enabled!
For CIMC protection your password must meet the following requirements:
The password must have a minimum of 8 and a maximum of 14 characters.
The password must not contain the User's Name.
The password must contain characters from three of the following four categories.
English uppercase characters (A through Z)
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ユーザ アカウントの管理
非 IPMI ユーザー モード

Please
Please
Server
Server
Server
User
-----5

English lowercase characters (a through z)
Base 10 digits (0 through 9)
enter password:
confirm password:
/user *# set role readonly
/user *# commit
/user # show
Name
Role
Enabled
---------------- -------- -------john
readonly yes

非 IPMI ユーザー モード
リリース4.1 では、IPMI と非 IPMI の両方のユーザー モードを切り替えることができるユーザー
モードと呼ばれる新しいユーザー設定オプションが導入されています。非 IPMI ユーザー モー
ドの導入では、ユーザー向けに強化されたパスワード セキュリティと、IPMI 2.0 標準による制
約により以前のリリースで制限された BMC データベースに対してセキュリティ強化を提供し
ます。非 IPMI ユーザー モードでは、127 文字を使用してユーザー パスワードを設定できます
が、IPMI モードのユーザーはパスワードの長さが 20 文字に制限されます。非 IPMI ユーザー
モードでは、このモードで設定されたユーザーに対してより強力なパスワードを設定できま
す。
次の場合に、ユーザー モードの切り替え中に発生する次の設定変更を考慮する必要がありま
す。
• 非 IPMI モードに切り替えると、IPMI 経由の IPMI はサポートされません。
• 非 IPMI から IPMI モードに切り替えて、すべてのローカル ユーザーを削除し、ユーザー
クレデンシャルをデフォルトのユーザー名とパスワードに戻します。続いてログインする
と、デフォルトのパスワードを変更するように求められます。
IPMI から非 IPMI モードに切り替えた場合、ユーザー データは影響を受けません。
• ファームウェアを 4.1 よりも低いバージョンにダウングレードします。ユーザー モードが
非 IPMI の場合、はすべてのローカル ユーザーを削除し、ユーザー クレデンシャルをデ
フォルトのユーザー名とパスワードに戻します。続いてログインすると、デフォルトのパ
スワードを変更するように求められます。

（注）

工場出荷時の初期状態にリセットすると、ユーザー モードは IPMI モードに戻ります。

IPMI から非 IPMI へのユーザー モードの切り替え
始める前に
このアクションを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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ユーザ アカウントの管理
非 IPMI から IPMI へのユーザー モードの切り替え

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope user-policy

ユーザ ポリシー コマンド モードを開始
します。

ステップ 2 Server /user-policy # scope user-mode

ユーザー ポリシー コマンド モードを開
始します。

ステップ 3 Server /user-policy/user-mode # set
user-mode non-ipmi

IPMI 以外のユーザー モードに切り替え
るには、確認プロンプトで y を入力しま
す。

ステップ 4 Server /user-policy/user-mode * # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
ステップ 5 Server /user-policy/user-mode # show detail ユーザー モードを表示します。

例
次に、強力なパスワードを無効にする例を示します。
Server# scope user-policy
Server /user-policy # scope user-mode
Server /user-policy/user-mode # set user-mode non-ipmi
Server /user-policy/user-mode *# commit
Warning: This will enable NON-IPMI based user mode.
Converting to Non-IPMI User Mode disables IPMI Services and removes IPMI user
support.
SSH, KVM, Webserver, XMAPI and Redfish sessions will be disconnected.
Do you wish to continue? [y/N] y
Connection to 10.10.10.10 closed by remote host.
Connection to 10.10.10.10 closed.
Server /user-policy/user-mode # show detail
User Mode:
User mode for IPMI accessibility: non-ipmi
Server /user-policy/user-mode #

非 IPMI から IPMI へのユーザー モードの切り替え
始める前に
このアクションを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server# scope user-policy

目的
ユーザ ポリシー コマンド モードを開始
します。
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ユーザ アカウントの管理
強力なパスワードの無効化

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /user-policy # scope user-mode

ユーザー ポリシー コマンド モードを開
始します。

ステップ 3 Server /user-policy/user-mode # set
user-mode ipmi

IPMI ユーザー モードに切り替えるに
は、確認プロンプトで y を入力します。
（注）

IPMI ユーザー モードに切り替
えると、すべての UCS ユー
ザーが削除され、デフォルト
のユーザー名とパスワードに
戻ります。

ステップ 4 Server /user-policy/user-mode * # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
ステップ 5 Server /user-policy/user-mode # show detail ユーザー モードを表示します。

例
次に、強力なパスワードを無効にする例を示します。
Server# scope user-policy
Server /user-policy # scope user-mode
Server /user-policy/user-mode # set user-mode ipmi
Server /user-policy/user-mode *# commit
Warning: This will enable IPMI based user mode.
Converting to IPMI User Mode deletes all UCS users and reverts to default
userid/password.
SSH, KVM, Webserver, XMAPI and Redfish sessions will be disconnected.
Do you wish to continue? [y/N] y
Connection to 10.10.10.10 closed by remote host.
Connection to 10.10.10.10 closed.
Server /user-policy/user-mode # show detail
User Mode:
User mode for IPMI accessibility: ipmi
Server /user-policy/user-mode #

強力なパスワードの無効化
Cisco IMC では、強力なパスワード ポリシーが実装されるようになったため、サーバに最初に
ログインした際に、ガイドラインに従って強力なパスワードを設定するよう要求されます。
Cisco IMC の CLI では、強力なパスワード ポリシーを無効にし、ガイドラインを無視して希望
するパスワードを設定することができます。強力なパスワードを無効にすると、[Enable Strong
Password] ボタンが表示されます。デフォルトでは、強力なパスワード ポリシーが有効になっ
ています。
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ユーザ アカウントの管理
パスワードの有効期限切れ

始める前に
このアクションを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server# scope user-policy

目的
ユーザ ポリシー コマンド モードを開始
します。

ステップ 2 Server /user-policy # set password-policy 確認プロンプトで、y を入力してアク
{enabled | disabled}
ションを完了するか、または n を入力
してアクションをキャンセルします。強
力なパスワードを有効または無効にしま
す。
ステップ 3 Server /user-policy # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、強力なパスワードを無効にする例を示します。
Server# scope user-policy
Server /user-policy # set password-policy disabled
Warning: Strong password policy is being disabled.
Do you wish to continue? [y/N] y
Server /user-policy *# commit
Server /user-policy #

パスワードの有効期限切れ
パスワードの有効期限を設定することができ、その期限を過ぎるとパスワードは期限切れにな
ります。管理者として、この時間を日数で設定できます。この設定は、すべてのユーザに共通
です。パスワードの期限が切れると、ユーザはログイン時に通知され、パスワードをリセット
しない限りログインできなくなります。

（注）

古いデータベースにダウングレードした場合、既存のユーザが削除されます。データベースは
デフォルト設定に戻ります。以前に設定されたユーザは消去され、データベースは空になりま
す。つまり、データベースのユーザ名はデフォルトの「admin」、パスワードは「password」
となります。サーバにはデフォルトのユーザ データベースが残っているため、デフォルトのク
レデンシャルの変更機能が有効になっています。これは、ダウングレード後に「admin」ユー
ザがデータベースに初めてログインする際に、そのユーザはデフォルトのクレデンシャルを強
制的に変更する必要があることを意味します。
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ユーザ アカウントの管理
ユーザ パスワードのリセット

パスワード設定時刻
「パスワード設定時刻」は、すべての既存ユーザに対し、移行またはアップグレードが発生し
た時刻に設定されています。新規ユーザ（アップグレード後に作成されたユーザ）の場合、パ
スワード設定時刻は、ユーザが作成され、パスワードが設定された時刻に設定されます。一般
ユーザ（新規および既存）の場合、パスワード設定時刻は、パスワードが変更されるたびに更
新されます。

ユーザ パスワードのリセット
[パスワードの変更（Change Password）] オプションを使用してパスワードを変更できます。

（注）

• このオプションは、admin としてログインしているときには使用できません。読み取り専
用の権限をもつ設定済みのユーザのパスワードだけが変更できます。
• パスワードを変更すると、Cisco IMC からログアウトされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope user user ID

選択したユーザ コマンド モードを開始
します。

ステップ 2 Server /chassis/user # set password

パスワードの要件の指示を読み、現在の
パスワード、新しいパスワード、パス
ワードの確認をそれぞれのプロンプトで
入力します。

ステップ 3 Server /chassis/user * # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
この例では、設定されているユーザのパスワードを変更する方法を示します。
Server # scope user 2
Server /chassis/user # set password
Warning:
Strong Password Policy is enabled!
For CIMC protection your password must meet the following requirements:
The password must have a minimum of 8 and a maximum of 20 characters.
The password must not contain the User's Name.
The password must contain characters from three of the following four categories.
English uppercase characters (A through Z)
English lowercase characters (a through z)
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ユーザ アカウントの管理
ユーザに対するパスワード期限切れの設定

Please
Please
Please
Server
Server

Base 10 digits (0 through 9)
Non-alphabetic characters (!, @, #, $, %, ^, &, *, -, _, +, =)
enter current password:Testabcd1
enter password: Testabcd2
confirm password: Testabcd2
/chassis/user * # commit
/chassis/user #

ユーザに対するパスワード期限切れの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope user-policy

ユーザ ポリシー コマンド モードを開始
します。

ステップ 2 Server /user-policy # scope
password-expiration

パスワードの有効期限コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 Server /user-policy/password-expiration #
set password-expiry-duration 0 ～ 3650
の整数

既存のパスワードに設定できる有効期間
（その時間以後、新しいパスワードを設
定するか、または既存のパスワードを変
更します。）範囲は 0 ～ 3650 日です。
0 を入力すると、このオプションが無効
になります。

ステップ 4 Server /user-policy/password-expiration * # パスワードの期限が切れる時間を通知し
set notification-period 0 ～ 15 の整数
ます。0 ～ 15 日の間の値を入力します。
0 を入力すると、このオプションが無効
になります。
ステップ 5 Server /user-policy/password-expiration * # 既存のパスワードをまだ使用できる期
set grace-period 0 ～ 5 の整数
間。この期間の後、パスワードは期限切
れになります。0 ～ 5 日の間の値を入力
します。0 を入力すると、このオプショ
ンが無効になります。
ステップ 6 Server /user-policy/password-expiration * # パスワードが入力された回数。これを有
set password-history 0 ～ 5 の整数
効にすると、パスワードを繰り返すこと
ができません。0 ～ 5 の間の値を入力し
ます。0 を入力すると、このオプション
が無効になります。
ステップ 7 Server /user-policy/password-expiration *# トランザクションをコミットします。
commit
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ユーザ アカウントの管理
LDAP サーバ

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8 （任意） Server
/user-policy/password-expiration # show
detail

パスワードの有効期限の詳細を表示しま
す。

ステップ 9 （任意） Server
/user-policy/password-expiration # restore

確認のプロンプトで、yes と入力してパ
スワード有効期限の設定をデフォルト値
に復元します。

例
この例では、パスワードの有効期限を設定し、設定をデフォルト値に戻します。
Server # scope user-policy
Server /user-policy # scope password-expiration
Server /user-policy/password-expiration # set password-expiry-duration 5
Server /user-policy/password-expiration * # set notification-period 2
Server /user-policy/password-expiration *# set grace-period 1
Server /user-policy/password-expiration *# set password-history 4
Server /user-policy/password-expiration *# commit
Server /user-policy/password-expiration # show detail
Password expiration parameters:
Valid password duration: 5
Number of stored old passwords: 4
Notification period: 2
Grace period: 1
Server /user-policy/password-expiration #
Restoring the password expiry parameters to default values:
Server /user-policy/password-expiration # restoreAre you sure you want to restore
User password expiration parameters to defaults?
Please enter 'yes' to confirm:yes
Server /user-policy/password-expiration #

LDAP サーバ
Cisco IMC は、ディレクトリ内の情報を整理し、この情報へのアクセスを管理するディレクト
リ サービスをサポートしています。Cisco IMC は、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）
をサポートしています。これは、ネットワークでのディレクトリ情報を保存し維持するもので
す。さらに、Cisco IMC は Microsoft Active Directory（AD）もサポートします。Active Directory
はさまざまなネットワーク サービスを提供するテクノロジーであり、LDAP と同様のディレク
トリ サービス、Kerberos ベースの認証、DNS ベースの名前付けなどが含まれます。Cisco IMC
は LDAP での Kerberos ベースの認証サービスを利用します。
Cisco IMC で LDAP が有効になっている場合、ローカル ユーザ データベース内に見つからな
いユーザ アカウントに関するユーザ認証とロール許可は、LDAP サーバによって実行されま
す。LDAP ユーザ認証の形式は username@domain.com です。
サーバの Active Directory 設定で暗号化をイネーブルにすることで、LDAP サーバへの送信デー
タを暗号化するようサーバに要求できます。
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ユーザ アカウントの管理
LDAP サーバの設定

LDAP サーバの設定
ユーザ認証および権限付与のために LDAP を使用するよう、Cisco IMC を設定できます。LDAP
を使用するには、Cisco IMC に関するユーザ ロール情報とロケール情報を保持する属性を使っ
てユーザを設定します。Cisco IMC のユーザ ロールとロケールにマップされた既存の LDAP 属
性を使用できます。または、LDAP スキーマを変更して、属性 ID 1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を持つ
CiscoAVPair 属性などの新しいカスタム属性を追加できます。

重要

（注）

スキーマの変更の詳細については、http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727064.aspx の記
事を参照してください。

この例では CiscoAVPair という名前のカスタム属性を作成しますが、Cisco IMC のユーザ ロー
ルとロケールにマップされた既存の LDAP 属性を使用することもできます。
Cisco IMC の LDAP 設定でグループ認証を使用している場合、手順 1 ~ 4 をスキップし、Cisco
IMC でLDAP 設定とグループ認証の構成のセクションに記載されている手順を実行します。
LDAP サーバに対して次の手順を実行する必要があります。
手順

ステップ 1 LDAP スキーマ スナップインがインストールされていることを確認します。
ステップ 2 スキーマ スナップインを使用して、次のプロパティを持つ新しい属性を追加します。
プロパティ

値

Common Name

CiscoAVPair

LDAP Display Name

CiscoAVPair

Unique X500 Object ID

1.3.6.1.4.1.9.287247.1

Description

CiscoAVPair

Syntax

Case Sensitive String

ステップ 3 スナップインを使用して、ユーザ クラスに CiscoAVPair 属性を追加します。
a)

左ペインで [Classes] ノードを展開し、U を入力してユーザ クラスを選択します。

b) [Attributes] タブをクリックして、[Add] をクリックします。
c)

C を入力して CiscoAVPair 属性を選択します。

d) [OK] をクリックします。
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ユーザ アカウントの管理
Cisco IMC での LDAP の設定

ステップ 4 Cisco IMC にアクセスできるようにするユーザに対し、次のユーザ ロール値を CiscoAVPair 属
性に追加します。
ロール

CiscoAVPair 属性値

admin

shell:roles="admin"

user

shell:roles="user"

read-only

shell:roles="read-only"

（注）

属性に値を追加する方法の詳細については、
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727064.aspx の記事を参照してください。

次のタスク
Cisco IMC を使用して LDAP サーバを設定します。

Cisco IMC での LDAP の設定
ローカル ユーザの認証と許可に LDAP サーバを使用するには、Cisco IMC で LDAP を設定しま
す。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope ldap

LDAP コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /ldap # set enabled {yes |no\\

LDAP セキュリティをイネーブルまた
はディセーブルにします。LDAPセキュ
リティがイネーブルの場合、ローカル
ユーザ データベースにないユーザ アカ
ウントに対し、ユーザ認証とロール許
可が LDAP によって実行されます。

ステップ 3

Server /ldap # set domainLDAP ドメイン LDAP ドメイン名を指定します。
名

ステップ 4

Server /ldap # set timeout seconds

LDAP 検索操作がタイムアウトするま
で Cisco IMC が待機する秒数を指定し
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コマンドまたはアクション

目的
ます。0 ～ 1800 秒の間隔を指定する必
要があります。

ステップ 5

Server /ldap # set encrypted {yes |no\\

暗号化がイネーブルである場合、サー
バは AD に送信されるすべての情報を
暗号化します。

ステップ 6

Server /ldap # set base-dn domain-name

LDAP サーバで検索するベース DN を
指定します。

ステップ 7

Server /ldap # set attribute 名

ユーザのロールとロケール情報を保持
する LDAP 属性を指定します。このプ
ロパティは、常に、名前と値のペアで
指定されます。システムは、ユーザ レ
コードで、この属性名と一致する値を
検索します。
Cisco IMC ユーザのロールおよびロケー
ルにマップされた既存の LDAP 属性を
使用するか、CiscoAVPair 属性など、次
の属性 ID を持つカスタム属性を作成で
きます。
1.3.6.1.4.1.9.287247.1

（注）

このプロパティを指定しない
場合、ユーザアクセスが拒否
されます。

ステップ 8

Server /ldap # set filter-attribute

アカウント名属性を指定します。Active
Directory を使用している場合は、この
フィールドに sAMAccountName を指
定します。

ステップ 9

Server /ldap # commit

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

ステップ 10

Server /ldap # show [detail]

（任意）LDAP の設定を表示します。

例
次に、CiscoAVPair 属性を使用して LDAP を設定する例を示します。
Server# scope ldap
Server /ldap # set enabled yes
Server /ldap *# set domain sample-domain
Server /ldap *# set timeout 60
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Server /ldap *# set encrypted yes
Server /ldap *# set base-dn example.com
Server /ldap *# set attribute CiscoAVPair
Server /ldap *# set filter-attribute sAMAccountName
Server /ldap *# commit
Server /ldap # show detail
LDAP Settings:
Enabled: yes
Encrypted: yes
Domain: sample-domain
BaseDN: example.com
Timeout: 60
Filter-Attribute: sAMAccountName
Attribute: CiscoAvPair
Server /ldap #

次のタスク
グループ許可用に LDAP グループを使用する場合は、「Cisco IMC での LDAP グループの設定」
を参照してください。

Cisco IMC での LDAP グループの設定
（注）

Active Directory（AD）グループ許可をイネーブルにして設定すると、ローカル ユーザ データ
ベースにないユーザや、Active Directory で Cisco IMC の使用を許可されていないユーザに対す
るグループ レベルでのユーザ認証も行われます。

始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• Active Directory（または LDAP）をイネーブルにして、設定する必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope ldap

LDAP コマンド モードを開始して、AD
を設定します。

ステップ 2 Server /ldap# scope ldap-group-rule

LDAP グループ ルール コマンド モード
を開始して、AD を設定します。

ステップ 3 Server /ldap/ldap-group-rule # set
group-auth {yes |no}

LDAP グループ許可をイネーブルまたは
ディセーブルにします。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 Server /ldap # scope role-group index

設定に使用可能なグループ プロファイ
ルのいずれかを選択します。ここで、
index は 1 から 28 までの数字です。

ステップ 5 Server /ldap/role-group # set name
group-name

サーバへのアクセスが許可されているグ
ループの名前を AD データベースに指定
します。

ステップ 6 Server /ldap/role-group # set domain
domain-name

グループが存在する必要がある AD ドメ
インを指定します。

ステップ 7 Server /ldap/role-group # set role {admin | この AD グループのすべてのユーザに割
user | readonly}
り当てられる権限レベル（ロール）を指
定します。次のいずれかになります。
• admin：ユーザは使用可能なすべて
のアクションを実行できます。
• user：ユーザは、次のタスクを実行
できます。
• すべての情報を表示する
• 電源のオン、電源再投入、電源
のオフなどの電力制御オプショ
ンを管理する
• KVM コンソールと仮想メディ
アを起動する
• すべてのログをクリアする
• ロケータ LED を切り替える
• readonly：ユーザは情報を表示でき
ますが、変更することはできませ
ん。
ステップ 8 Server /ldap/role-group # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、LDAP グループの許可を設定する例を示します。
Server# scope ldap
Server /ldap # scope ldap-group-rule
Server /ldap/ldap-group-rule # set group-auth yes

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
141

ユーザ アカウントの管理
LDAP グループでのネストされたグループの検索深度の設定

Server /ldap *# scope role-group 5
Server /ldap/role-group # set name Training
Server /ldap/role-group* # set domain example.com
Server /ldap/role-group* # set role readonly
Server /ldap/role-group* # commit
ucs-c250-M2 /ldap # show role-group
Group Group Name
Domain Name
Assigned Role
------ ------------------------------------1
(n/a)
(n/a)
admin
2
(n/a)
(n/a)
user
3
(n/a)
(n/a)
readonly
4
(n/a)
(n/a)
(n/a)
5
Training
example.com
readonly
Server /ldap/role-group #

LDAPグループでのネストされたグループの検索深度の設
定
LDAP グループ マップで別の定義済みグループ内にネストされた LDAP グループを検索するこ
とができます。
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• Active Directory（または LDAP）をイネーブルにして、設定する必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope ldap

LDAP コマンド モードを開始して、AD
を設定します。

ステップ 2 Server /ldap# scope ldap-group-rule

LDAP グループ ルール コマンド モード
を開始して、AD を設定します。

ステップ 3 Server /ldap/ldap-group-rule # set
group-search-depth value

ネストされた LDAP グループの検索を
有効にします。

ステップ 4 Server /ldap/role-group-rule # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、別の定義済みのグループ内にネストされた LDAP グループの検索を実行するた
めに検索する例を示します。
Server# scope ldap
Server /ldap # scope ldap-group-rule
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Server /ldap/ldap-group-rule # set group-search-depth 10
Server /ldap/role-group-rule* # commit
Server /ldap/role-group-rule # show detail
Group rules for LDAP:
Group search attribute: memberOf
Enable Group Authorization: yes
Nested group search depth: 10
Server/ldap/ldap-group-rule #

LDAP 証明書の概要
Cisco C シリーズ サーバでは、LDAP バインディング ステップ時に、LDAP クライアントがイ
ンストール済み CA 証明書またはチェーン CA 証明書に対してディレクトリ サーバ証明書を検
証できるようになっています。リモート ユーザ認証のために信頼されたポイントまたはチェー
ン証明書を Cisco IMC に入力できないことにより、誰でもユーザ認証用のディレクトリ サーバ
を複製してセキュリティ違反が発生する恐れがある場合は、この機能を導入します。
暗号化された TLS/SSL 通信中にディレクトリ サーバ証明書を検証するには、LDAP クライア
ントに新しい設定オプションが必要です。

LDAP CA 証明書のエクスポート
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope ldap

LDAP コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /ldap scope binding-certificate

LDAP CA 証明書バインド コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 3 Server /ldap/binding-certificate #
リモート サーバに接続するためのプロ
export-ca-certificate remote-protocol IP ア トコルを指定します。次のいずれかのタ
ドレス LDAP CA 証明書ファイル
イプを指定できます。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

証明書のエクスポートを開始します。

例
この例では、LDAP 証明書をエクスポートします。
Server # scope ldap
Server /ldap # scope binding-certificate
Server /ldap/binding-certificate # export-ca-certificate tftp 172.22.141.66 test.csv
Initiating Export
% Total
% Received % Xferd Average Speed
Time
Time
Time Current
Dload Upload
Total
Spent
Left Speed
100 1262
0
0 100 1262
0
1244 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 1653
100 1262
0
0 100 1262
0
1237 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 1237
LDAP CA Certificate is exported successfully
Server /ldap/binding-certificate #
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コンテンツのコピーによる LDAP CA 証明書の内容のダウンロード
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope ldap

LDAP コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /ldap scope binding-certificate

LDAP CA 証明書バインド コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 3 Server# /ldap/binding-certificate set enabled LDAP CA 証明書のバインドを有効また
{yes | no}
は無効にします。
ステップ 4 Server /ldap/binding-certificate* # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
ステップ 5 Server /ldap/binding-certificate #
paste-ca-certificate

証明書の内容を貼り付け るよう求めら
れます。

ステップ 6 証明書の内容を貼り付けて CTRL+D
キーを押します。

確認のプロンプトが表示されます。

ステップ 7 確認プロンプトで、y と入力します。

これにより LDAP CA 証明書のダウン
ロードが開始されます。

例
この例では、LDAP 証明書をダウンロードします。
Server # scope ldap
Server /ldap # scope binding-certificate
Server /ldap/binding-certificate # set enabled yes
Server /ldap/binding-certificate *# commit
Server /ldap/binding-certificate # show detail
LDAP binding with Certificate:
Enabled: yes
Server /ldap/binding-certificate # paste-ca-certificate
Please paste your certificate here, when finished, press CTRL+D.
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDdzCCAl+gAwIBAgIQV06yJcJPAYNO8Cp+FYQttjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBO
MRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCaW4xGzAZBgoJkiaJk/IsZAEZFgs0T0JKUkEySkhC
UTEbMBkGA1UEAxMSV0lOLTRPQkpSQTJKSEJRLUNBMB4XDTE2MDIyNTE3MDczNloX
DTIxMDIyNTE3MTczM1owTjESMBAGCgmSJomT8ixkARkWAmluMRswGQYKCZImiZPy
LGQBGRYLNE9CSlJBMkpIQlExGzAZBgNVBAMTEldJTi00T0JKUkEySkhCUS1DQTCC
ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMM2cdgmrPTkZe4K2zI+EbeZ
mfQnjfiUz8OIY97w8lC/2S4qK46T+fnX13rXe8vvVHAO5wgPDVQTGS4nlF46A6Ba
FK+krKcIgFrQB1gnF74qs/ln1YtKHNBjrvg5KyeWFrA7So6Mi2XEw8w/zMPL0d8T
b+LM1YnhnuXA9G8gVCJ/iUhXfMpB20L8sv30Mek7bw8x2cxJYTuJAviVIrjSwU5j
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fO3WKttRuyFpeOIi00weklpF0+8D3Z9mBinoTbL2pl0U32am6wTI+8WmtJ+8W68v
jH4Y8YBY/kzMHdpwjpdZkC5pE9BcM0rL9xKoIu6X0kSNEssoGnepFyNaH3t8vnMC
AwEAAaNRME8wCwYDVR0PBAQDAgGGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYE
FBAUulHTAWBT1OBz8IgAEzXsfcCsMBAGCSsGAQQBgjcVAQQDAgEAMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4IBAQAzUMZr+0r1dWkVfFNBd7lu8tQbAEJf/A7PIKnJGNoUq8moAGs4
pMndoxdpNGZhYCWDWX3GWdeF1HqZHhb38gGQ9ylu0pIK7tgQufZmeCBH6T7Tzq/w
Dq+TMFGIjXF84xW3N665y4ePgUcUI7e/6aBGcGkGeUYodBPtExe28tQyeuYwD4Zj
nLuZKkT+I4PAYygVCqxDGsvfRHDpGneb3R+GeonOf4ED/0tn5PLSL9khb9qkHu/V
dO3/HmKVzUhloTDBuAMq/wES2WZAWhGr3hBc4nWQNjZWEMOKDpYZVK/GhBmNF+xi
eRcFqgh64oEmH9qAp0caGS1e7UyYaN+LtPRe
-----END CERTIFICATE----CTRL+D
You are going to overwrite the LDAP CA Certificate.
Are you sure you want to proceed and overwrite the LDAP CA Certificate? [y|N]
y
Server /ldap/binding-certificate #

リモート サーバからの LDAP CA 証明書のダウンロード
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope ldap

LDAP コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /ldap scope binding-certificate

LDAP CA 証明書バインド コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 3 Server# /ldap/binding-certificate set enabled LDAP CA 証明書のバインドを有効また
{yes | no}
は無効にします。
ステップ 4 Server /ldap/binding-certificate* # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
ステップ 5 Server /ldap/binding-certificate #
リモート サーバに接続するためのプロ
download-ca-certificate remote-protocol IP トコルを指定します。次のいずれかのタ
アドレス LDAP CA 証明書ファイル
イプを指定できます。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 6 確認プロンプトで、y と入力します。

これにより LDAP CA 証明書のダウン
ロードが開始されます。

例
この例では、LDAP 証明書をダウンロードします。
Server # scope ldap
Server /ldap # scope binding-certificate
Server /ldap/binding-certificate # set enabled yes
Server /ldap/binding-certificate *# commit
Server /ldap/binding-certificate # show detail
LDAP binding with Certificate:
Enabled: yes
Server /ldap/binding-certificate # download-ca-certificate tftp 172.22.141.66
new_com_chain.cer
% Total
% Received % Xferd Average Speed
Time
Time
Time Current
Dload Upload
Total
Spent
Left Speed
100 1282 100 1282
0
0
1247
0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 1635
100 1282 100 1282
0
0
1239
0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 1239
You are going to overwrite the LDAP CA Certificate.
Are you sure you want to proceed and overwrite the LDAP CA Certificate? [y|N]y
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LDAP CA Certificate is downloaded successfully
Server /ldap/binding-certificate #

LDAP バインディングのテスト
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

（注）

[Enable Encryption] チェックボックスと [Enable Binding CA Certificate] チェックボックスをオン
にする場合は、[LDAP Server] フィールドに LDAP サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）を入
力します。LDAP サーバの FQDN を解決するには、Cisco IMC ネットワークの優先 DNS を設定
して適切な DNS IP アドレスを指定します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope ldap

LDAP コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /ldap scope binding-certificate

LDAP CA 証明書バインド コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 3 Server /ldap/binding-certificate #
test-ldap-binding ユーザ名

パスワードのプロンプトが表示されま
す。

ステップ 4 対応するパスワードを入力します。

ユーザを認証します。

例
次に、LDAP ユーザ バインドをテストする例を示します。
Server # scope ldap
Server /ldap # scope binding-certificate
Server /ldap/binding-certificate # test-ldap-binding user
Password:
diagldapbinding: Authenticated by LDAP
User user authenticated successfully.
Server /ldap/binding-certificate #

LDAP CA 証明書の削除
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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ユーザ アカウントの管理
ユーザ検索の優先順位の設定

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope ldap

LDAP コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /ldap scope binding-certificate

LDAP CA 証明書バインド コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 3 Server /ldap/binding-certificate #
delete-ca-certificate

確認のプロンプトが表示されます。

ステップ 4 確認プロンプトで、y と入力します。

これで LDAP CA 証明書が削除されま
す。

例
この例は、LDAP 証明書を削除します。
Server # scope ldap
Server /ldap # scope binding-certificate
Server /ldap/binding-certificate # delete-ca-certificate
You are going to delete the LDAP CA Certificate.
Are you sure you want to proceed and delete the LDAP CA Certificate? [y|N]y
LDAP CA Certificate is deleted successfully
Server /ldap/binding-certificate #

ユーザ検索の優先順位の設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope ldap

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server# /ldap set userSearchPrecedence
{localUserDB | ldapUserDB}

選択したオプションに応じて、ローカル
ユーザ データベースまたは LDAP デー
タベースにユーザ検索の優先順位を設定
します。

ステップ 3 Server# /ldap * commit

トランザクションをコミットします。

ステップ 4 （任意） Server# /ldap show detail

LDAP の詳細を表示します。

例
この例では、ユーザ検索の優先順位を設定します。
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Server # scope ldap
Server /ldap # set userSearchPrecedence localUserDB
Server /ldap * # commit
Server /ldap # show detail
LDAP Settings:
Enabled: yes
Encrypted: no
Local User Search Precedence: localUserDB
Domain: new.com
Base DN: DC=new,DC=com
Timeout: 60
Filter Attribute: sAMAccountName
Attribute: CiscoAvPair
Server /ldap #

ユーザ セッションの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# show user-session

現在のユーザ セッションの情報を表示
します。

コマンドの出力には、現在のユーザ セッションに関する次の情報が表示されます。
名前

説明

[Terminate Session] ボタン

ユーザ アカウントに [admin] ユーザ ロールが割り当てられて
いる場合、このオプションを使用して、関連付けられている
ユーザ セッションを強制的に終了できます。
（注）

このタブから現在のセッションを終了することはで
きません。

[Session ID] カラム

セッションの固有識別情報。

[User name] カラム

ユーザのユーザ名。

[IP Address] カラム

ユーザがサーバにアクセスした IP アドレス。シリアル接続の
場合は、[N/A] と表示されます。
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名前

説明

[Type] カラム

ユーザがサーバにアクセスするために選択したセッション タ
イプ。次のいずれかになります。
• [webgui]：ユーザが Web UI を使用してサーバに接続され
ていることを示します。
• [CLI]：ユーザが CLI を使用してサーバに接続されている
ことを示します。
• [serial]：ユーザがシリアル ポートを使用してサーバに接
続されていることを示します。

例
次に、現在のユーザ セッションに関する情報を表示する例を示します。
Server# show user-session
ID
Name
IP Address
Type
Killable
------ ---------------- ----------------- ------------ -------15
admin
10.20.30.138
CLI
yes
Server /user #

ユーザ セッションの終了
始める前に
ユーザ セッションを終了するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要がありま
す。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# show user-session

現在のユーザ セッションの情報を表示
します。終了するユーザセッションは、
終了可能（killable）であり、独自のセッ
ションではないことが必要です。

ステップ 2 Server /user-session # scope user-session
セッション番号

終了する番号付きのユーザ セッション
に対してユーザ セッション コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /user-session # terminate

ユーザ セッションを終了します。
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例
次に、ユーザ セッション 10 の admin がユーザ セッション 15 を終了する例を示しま
す。
Server# show user-session
ID
Name
IP Address
------ ---------------- ----------------10
admin
10.20.41.234
15
admin
10.20.30.138
Server# scope user-session 15
Server /user-session # terminate
User session 15 terminated.

Type
-----------CLI
CLI

Killable
-------yes
yes

Server /user-session #
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章

ネットワーク関連の設定
この章は、次の項で構成されています。
• サーバ NIC の設定 （153 ページ）
• 共通プロパティの設定 （156 ページ）
• 単一 IP プロパティの設定 （158 ページ）
• IPv4 の設定 （160 ページ）
• IPv6 の設定 （163 ページ）
• VLAN の設定 （167 ページ）
• ポート プロファイルへの接続 （169 ページ）
• インターフェイス プロパティの設定 （171 ページ）
• ネットワーク セキュリティの設定 （172 ページ）
• ネットワーク タイム プロトコルの設定 （174 ページ）

サーバ NIC の設定
サーバの NIC
NIC モード
NIC モード設定は、Cisco IMC に到達できるポートを決定します。プラットフォームに応じて、
次のネットワーク モード オプションを使用できます。
• [Dedicated]：Cisco IMC へのアクセスに使用される管理ポート。
• [Cisco Card]：Cisco IMC にアクセスするために使用できるアダプタ カードの任意のポー
ト。Cisco アダプタ カードは、ネットワーク通信サービス インターフェイス プロトコル
サポート（NCSI）のあるスロットに取り付ける必要があります。
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NIC 冗長化
選択した NIC モードとプラットフォームに応じて、次の NIC 冗長化オプションを使用できま
す。
• [active-active]：サポートされている場合、設定されている NIC モードに関連付けられたす
べてのポートが同時に動作します。この機能により、スループットが増加し、Cisco IMC
への複数のパスが提供されます。
• [active-standby]：設定されている NIC モードに関連付けられたポートで障害が発生した場
合、トラフィックは、その NIC モードに関連付けられている他のポートの 1 つにフェール
オーバーします。

（注）

このオプションを選択する場合は、設定されている NIC モードに
関連付けられたすべてのポートが同じサブネットに接続され、ど
のポートが使用されてもトラフィックの安全が保証されるように
する必要があります。

使用できる冗長化モードは、選択されているネットワーク モードとプラットフォームによって
異なります。使用できるモードについては、次を参照してください、 『Hardware Installation
Guide』 （HIG）を参照してください。C シリーズの HIG は、次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/prod_installation_guides_list.html

NIC の設定
NIC モードと NIC 冗長化を設定する場合は、サーバの NIC を設定します。
始める前に
NIC を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope network

Cisco IMC ネットワーク コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 2 Server /network # set mode {dedicated |
cisco_card}

NIC モードを次のいずれかに設定しま
す。
• Dedicated：Cisco IMC へのアクセス
に管理イーサネット ポートを使用
します。
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ネットワーク関連の設定
NIC の設定

コマンドまたはアクション

目的
• Cisco Card：Cisco IMC へのアクセ
スにアダプタ カードのポートを使
用します。

ステップ 3 Server /network # set redundancy {none | NIC モードが Shared LOM である場合
active-active | active-standby}
に、NIC 冗長モードを設定します。冗長
モードは、次のいずれかになります。
• none：LOM イーサネット ポートは
単独で動作し、問題が生じた場合も
フェールオーバーしません。
• active-active：サポートされている
場合は、すべての LOM イーサネッ
ト ポートが利用されます。
• active-standby：1 つの LOM イーサ
ネットポートに障害が発生すると、
トラフィックは別の LOM ポートに
フェールオーバーします。
ステップ 4 Server /network # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
（注）

ステップ 5 プロンプトで、y を入力して確認しま
す。

使用可能な NIC モードおよび
NIC 冗長モードのオプション
は、お使いのプラットフォー
ムによって異なります。サー
バでサポートされていない
モードを選択すると、変更を
保存するときにエラー メッ
セージが表示されます。

サーバ NIC の設定

例
次に、Cisco IMC ネットワーク インターフェイスを設定する例を示します。
Server # scope network
Server /network # set mode cisco_card
Server /network *# set redundancy <active-active>
Server /network *# commit
Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
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Do you wish to continue? [y/N] y
Server /network #

共通プロパティの設定
共通プロパティの設定の概要
ホスト名
ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）拡張機能は、ホスト名を
DHCP パケットに追加することによって利用でき、DHCP サーバ側でこれを解釈または表示で
きます。ホスト名は DHCP パケットのオプション フィールドに追加され、最初に DHCP サー
バに送信される DHCP DISCOVER パケットで送信されます。
サーバのデフォルトのホスト名は ucs-c2XX から CXXX-YYYYYY に変更されます（XXX は
サーバのモデル番号で、YYYYYY はシリアル番号です）。この一意のストリングはクライア
ント ID として機能し、DHCP サーバから Cisco IMC にリースされる IP アドレスを追跡して
マッピングするのに役立ちます。サーバのステッカーまたはラベルとしてデフォルト シリアル
番号が製造者から提供され、サーバを識別するのに役立ちます。
ダイナミック DNS
ダイナミック DNS（DDNS）は、Cisco IMC から DNS サーバのリソース レコードを追加また
は更新するために使用されます。Web UI または CLI を使用してダイナミック DNS をイネーブ
ルにできます。[DDNS] オプションを有効にすると、DDNS サービスは現在のホスト名、ドメ
イン名、および管理 IP アドレスを記録し、Cisco IMC から DNS サーバのリソース レコードを
更新します。

（注）

DDNS サーバは、次の DNS 設定のいずれかが変更された場合に、DNS サーバの以前のリソー
ス レコード（もしあれば）を削除し、新しいリソース レコードを追加します。
• ホスト名
• LDAP 設定のドメイン名
• DDNS と DHCP がイネーブルの場合に、ネットワークまたはサブネットの変更による新し
い IP アドレスまたは DNS IP またはドメイン名を DHCP が取得する場合。
• DHCP がディセーブルの場合に、CLI または Web UI を使用してスタティック IP アドレス
を設定する場合。
• dns-use-dhcp コマンドを入力する場合。
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[Dynamic DNS Update Domain]：ドメインを指定できます。ドメインは、メイン ドメインまた
はサブ ドメインのどちらでも可です。このドメイン名は、DDNS 更新のため Cisco IMC のホス
ト名に付加されます。

共通プロパティの設定
サーバを説明するには、共通プロパティを使用します。
始める前に
共通プロパティを設定するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope network

目的
Cisco IMC ネットワーク コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 2 Server /network # set hostname-bmc1
次のコンポーネントのホストの名前を指
hostname-bmc2hostname-cmc1hostname-cmc2 定します。
ホスト名
• [BMC 1]
• [BMC 2]
• [CMC 1]
• [CMC 2]
ホスト名の変更時に、コモン ネーム
（CN）を使用した新しい自己署名証明
書を新しいホスト名として作成するかど
うかを確認するプロンプトが表示されま
す。
プロンプトに y と入力した場合、CN を
使用した新しい自己署名証明書が新しい
ホスト名として作成されます。
プロンプトに n と入力すると、ホスト
名だけが変更され、証明書は生成されま
せん。
ステップ 3 （任意） Server /network # set
ddns-enabled

Cisco IMC に対して DDNS サービスを有
効にします

ステップ 4 （任意） Server /network # set
ddns-update-domain 値

選択したドメインまたはそのサブドメイ
ンを更新します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5 Server /network # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 6 プロンプトで、y を入力して確認しま
す。

共通プロパティを設定します。

例
次に、共通プロパティを設定する例を示します。
Server # scope network
Server /network # set hostname-cmc1 cmc1
Server /network *# set ddns-enabled
Server /network *# set ddns-update-domain 1.2.3.4
Server /network *# commit
Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] y
Server /network #

次のタスク
ネットワークへの変更がすぐに適用されます。Cisco IMC への接続が切断され、再度ログイン
が必要な場合があります。新しい SSH セッションが作成されたため、ホスト キーを確認する
プロンプトが表示される場合があります。

単一 IP プロパティの設定
始める前に
単一 IP プロパティを設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要がありま
す。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope network

目的
Cisco IMC ネットワーク コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 2 Server /network # set enable-single-ip {yes 単一 IP 機能を有効にします。
| no}
ステップ 3 Server /network # set starting-port ポート 単一 IP 設定の開始ポート番号を指定し
ます。単一 IP が有効になると、ポート
番号
9000 ～ 9006 が開始ポート設定の bu
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コマンドまたはアクション

目的
Cisco IMC に使用されます。これらの
ポートは、他の構成には使用できませ
ん。

ステップ 4 Server /network * # commit

確認プロンプトで y を選択して、シス
テム設定にトランザクションをコミット
します。

ステップ 5 Server /network # show [detail]

（任意）ネットワークの設定を表示しま
す。

例
この例は、単一 IP ネットワーク設定を設定し、表示します。
Server# scope network
Server /network # set enable-single-ip yes
Server /network * # set starting-port 9000
Server /network * # commit
Server /network # show detail
Chassis Network Setting:
IPv4 Enabled: yes
SingleIP Mode: yes
Starting Port: 10000
IPv4 Netmask: 255.255.255.0
IPv4 Gateway: 10.104.236.1
DHCP Enabled: yes
DDNS Enabled: yes
DDNS Update Domain:
DDNS Refresh Interval(0-8736 Hr): 0
Obtain DNS Server by DHCP: yes
Preferred DNS: 10.104.236.99
Alternate DNS: 0.0.0.0
IPv6 Enabled: yes
IPv6 Prefix: 64
IPv6 Gateway: fe80::3e08:f6ff:fe21:29c0
IPV6 DHCP Enabled: yes
IPV6 Obtain DNS Server by DHCP: yes
IPV6 Preferred DNS: ::
IPV6 Alternate DNS: ::
VLAN Enabled: no
VLAN ID: 1
VLAN Priority: 0
Port Profile:
NIC Mode: cisco_card
NIC Redundancy: active-active
SIOC Slot: 2
Management IPv4 Address: 10.104.236.135
Management IPv6 Address: ::
Management Hostname: S3260-FOX2111P7VD
Auto Negotiate: no
Admin Network Speed: NA
Admin Duplex: NA
Operational Network Speed: NA
Operational Duplex: NA
CMC 1 Network Setting:
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IPv6 Address CMC 1: ::
IPv6 Link Local CMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 1: ::
Hostname CMC 1: UCS-C3260-FCH21277KB8-1
MAC Address CMC 1: 96:09:5C:EF:B6:32
CMC 2 Network Setting:
IPv6 Address CMC 2: ::
IPv6 Link Local CMC 2: fe80::522f:a8ff:fed2:34aa
IPv6 SLAAC Address CMC 2: ::
Hostname CMC 2: UCS-C3260-FCH21277KCA-2
MAC Address CMC 2: 50:2F:A8:D2:34:AA
BMC 1 Network Setting:
IPv6 Address BMC 1: ::
IPv6 Link Local BMC 1: fe80::3a90:a5ff:fe7f:a840
IPv6 SLAAC Address BMC 1: ::
Hostname BMC 1: S3X60M5-FCH21187159
MAC Address BMC 1: 38:90:A5:7F:A8:40
Server /network #

IPv4 の設定
始める前に
IPv4 ネットワークの設定を実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要が
あります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope network

Cisco IMC ネットワーク コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 2

Server /network # set dhcp-enabled {yes Cisco IMC で DHCP を使用するかどう
| no}
かを選択します。
（注）

DHCP がイネーブルである場
合は、Cisco IMC 用に 1 つの
IP アドレスを予約するように
DHCP サーバを設定すること
を推奨します。サーバの複数
のポートを通じて Cisco IMC
に到達できる場合、それらの
ポートの全範囲の MAC アド
レスに対して 1 つの IP アド
レスを予約する必要がありま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

Server /network # set v4-addr ipv4-address Cisco IMC の IP アドレスを指定しま
す。

ステップ 4

Server /network # set v4-netmask
ipv4-netmask

IP アドレスのサブネット マスクを指定
します。

ステップ 5

Server /network # set v4-gateway
gateway-ipv4-address

IP アドレスのゲートウェイを指定しま
す。

ステップ 6

Server /network # set dns-use-dhcp {yes Cisco IMC が DNS サーバ アドレスを
| no}
DHCP から取得するかどうかを選択し
ます。

ステップ 7

Server /network # set
preferred-dns-server dns1-ipv4-address

ステップ 8

Server /network # set alternate-dns-server セカンダリ DNS サーバの IP アドレス
dns2-ipv4-address
を指定します。

ステップ 9

Server /network # commit

ステップ 10

プロンプトで、y を入力して確認しま IPv4 を設定します。
す。

ステップ 11

Server /network # show [detail]

プライマリ DNS サーバの IP アドレス
を指定します。

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

（任意）IPv4 ネットワークの設定を表
示します。

例
次に、IPv4 ネットワークの設定を実行し、表示する例を示します。
Server # scope network
Server /network # set dhcp-enabled yes
Server /network *# set v4-addr 10.20.30.11
Server /network *# set v4-netmask 255.255.248.0
Server /network *# set v4-gateway 10.20.30.1
Server /network *# set dns-use-dhcp-enabled no
Server /network *# set preferred-dns-server 192.168.30.31
Server /network *# set alternate-dns-server 192.168.30.32
Server /network *# commit
Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] y
Server /network # show detail
Network Setting:
IPv4 Enabled: yes
IPv4 Netmask: 255.255.248.0
IPv4 Gateway: 10.20.30.1
DHCP Enabled: no
DDNS Enabled: yes
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CMC

CMC

BMC

BMC

DDNS Update Domain:
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 192.168.30.31
Alternate DNS: 192.168.30.32
IPv6 Enabled: no
IPv6 Prefix: 64
IPv6 Gateway: ::
IPV6 DHCP Enabled: no
IPV6 Obtain DNS Server by DHCP: no
IPV6 Preferred DNS: ::
IPV6 Alternate DNS: ::
VLAN Enabled: no
VLAN ID: 1
VLAN Priority: 0
Port Profile: abcde12345
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none
SIOC Slot: 1
Management IPv4 Address: 10.106.145.202
Management IPv6 Address: ::
Management Hostname: S3260-FCH18207WF3
Network Speed: 100Mbps
Duplex: full
Auto Negotiate: yes
Admin Network Speed: auto
Admin Duplex: auto
Operational Network Speed: 1Gbps
Operational Duplex: full
1 Network Setting:
IPv4 Address CMC 1: 10.20.30.11
IPv6 Address CMC 1: ::
IPv6 Link Local CMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 1: ::
Hostname CMC 1: UCS-S3260-FCH181772ZP-1
MAC Address CMC 1: F4:CF:E2:77:7F:D2
2 Network Setting:
IPv4 Address CMC 2: 10.20.30.11
IPv6 Address CMC 2: ::
IPv6 Link Local CMC 2: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 2: ::
Hostname CMC 2: UCS-S3260--2
MAC Address CMC 2: F4:CF:E2:77:80:83
1 Network Setting:
IPv4 Address BMC 1: 10.20.30.11
IPv6 Address BMC 1: ::
IPv6 Link Local BMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address BMC 1: ::
Hostname BMC 1: S3260-FCH1827K9YT
MAC Address BMC 1: 7C:0E:CE:5A:EF:26
2 Network Setting:
IPv4 Address BMC 2: 10.20.30.11
IPv6 Address BMC 2: ::
IPv6 Link Local BMC 2: ::
IPv6 SLAAC Address BMC 2: ::
Hostname BMC 2: S3260-FCH18407MYD
MAC Address BMC 2: A0:EC:F9:85:90:3F

Server /network #
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IPv6 の設定
始める前に
IPv6 ネットワークの設定を実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要が
あります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope network

Cisco IMC ネットワーク コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 2

Server /network # set v6-enabled {yes |
no}

IPv6 を有効にします。

ステップ 3

Server /network # set v6-dhcp-enabled
{yes | no}

Cisco IMC で DHCP を使用するかどう
かを選択します。
（注）

ステップ 4

DHCP がイネーブルである場
合は、Cisco IMC 用に 1 つの
IPv6 アドレスを予約するよう
に DHCP サーバを設定するこ
とを推奨します。サーバの複
数のポートを通じて Cisco
IMC に到達できる場合、それ
らのポートの全範囲の MAC
アドレスに対して 1 つの IPv6
アドレスを予約する必要があ
ります。

Server /network # set
次のコンポーネントの IP アドレスを指
v6-addr-bmc1v6-addr-bmc2v6-addr-cmc1v6-addr-cmc2 定します。
v6-addr-mgmtipv6-address
• BMC1 IPv6 アドレス
• BMC2 IPv6 アドレス
• CMC1 IPv6 アドレス
• CMC2 IPv6 アドレス
• 管理 IPv6 アドレス

ステップ 5

Server /network # set v6-prefix
ipv6-prefix-length

IP アドレスのプレフィックス長を指定
します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6

Server /network # set v6-gateway
gateway-ipv6-address

IP アドレスのゲートウェイを指定しま
す。

ステップ 7

Server /network # set v6-dns-use-dhcp
{yes | no}

Cisco IMC が DNS サーバ アドレスを
DHCP から取得するかどうかを選択し
ます。
（注）

DHCP がイネーブルである場
合にのみ、このオプションを
使用できます。

ステップ 8

Server /network # set
プライマリ DNS サーバの IP アドレス
v6-preferred-dns-server dns1-ipv6-address を指定します。

ステップ 9

Server /network # set
セカンダリ DNS サーバの IP アドレス
v6-alternate-dns-server dns2-ipv6-address を指定します。

ステップ 10

Server /network # commit

ステップ 11

プロンプトで、y を入力して確認しま IPv6 を設定します。
す。

ステップ 12

Server /network # show [detail]

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

（任意）IPv6 ネットワークの設定を表
示します。

例
次に、スタティック IPv6 をイネーブルにし、IPv6 ネットワークの設定を表示する例を
示します。
Server # scope network
Server /network # set v6-enabled yes
Server /network *# set v6-addr-bmc1 2010:201::279
Server /network *# set v6-gateway 2010:201::1
Server /network *# set v6-prefix 64
Server /network *# set v6-dns-use-dhcp no
Server /network *# set v6-preferred-dns-server 2010:201::100
Server /network *# set v6-alternate-dns-server 2010:201::101
Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Server /network *# commit
Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] y
Server /network # show detail
Network Setting:
IPv4 Enabled: yes
IPv4 Netmask: 255.255.255.0
IPv4 Gateway: 10.106.145.1
DHCP Enabled: no
DDNS Enabled: yes
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CMC

CMC

BMC

BMC

DDNS Update Domain:
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 171.70.168.183
Alternate DNS: 0.0.0.0
IPv6 Enabled: no
IPv6 Prefix: 64
IPv6 Gateway: 2010:201::1
IPV6 DHCP Enabled: no
IPV6 Obtain DNS Server by DHCP: no
IPV6 Preferred DNS: 2010:201::100
IPV6 Alternate DNS: 2010:201::101
VLAN Enabled: no
VLAN ID: 1
VLAN Priority: 0
Port Profile: abcde12345
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none
SIOC Slot: 1
Management IPv4 Address: 10.106.145.202
Management IPv6 Address: ::
Management Hostname: S3260-FCH18207WF3
Network Speed: 100Mbps
Duplex: full
Auto Negotiate: yes
Admin Network Speed: auto
Admin Duplex: auto
Operational Network Speed: 1Gbps
Operational Duplex: full
1 Network Setting:
IPv4 Address CMC 1: 10.106.145.135
IPv6 Address CMC 1: ::
IPv6 Link Local CMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 1: ::
Hostname CMC 1: UCS-S3260-FCH181772ZP-1
MAC Address CMC 1: F4:CF:E2:77:7F:D2
2 Network Setting:
IPv4 Address CMC 2: 10.106.145.248
IPv6 Address CMC 2: ::
IPv6 Link Local CMC 2: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 2: ::
Hostname CMC 2: UCS-S3260--2
MAC Address CMC 2: F4:CF:E2:77:80:83
1 Network Setting:
IPv4 Address BMC 1: 10.106.145.41
IPv6 Address BMC 1: 2010:201::279
IPv6 Link Local BMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address BMC 1: ::
Hostname BMC 1: S3260-FCH1827K9YT
MAC Address BMC 1: 7C:0E:CE:5A:EF:26
2 Network Setting:
IPv4 Address BMC 2: 10.106.145.39
IPv6 Address BMC 2: ::
IPv6 Link Local BMC 2: ::
IPv6 SLAAC Address BMC 2: ::
Hostname BMC 2: S3260-FCH18407MYD
MAC Address BMC 2: A0:EC:F9:85:90:3F

Server /network #

次に、DHCP for IPv6 をイネーブルにし、IPv6 ネットワークの設定を
Server # scope network
Server /network # set v6-enabled yes
Server /network *# set v6-dhcp-enabled yes
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Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Server /network *# commit
Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] y
Server /network # show detail
Network Setting:
IPv4 Enabled: yes
IPv4 Address: 10.106.145.76
IPv4 Netmask: 255.255.255.0
IPv4 Gateway: 10.106.145.1
DHCP Enabled: yes
DDNS Enabled: yes
DDNS Update Domain: example.com
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 171.70.168.183
Alternate DNS: 0.0.0.0
IPv6 Enabled: yes
IPv6 Address: 2010:201::253
IPv6 Prefix: 64
IPv6 Gateway: fe80::222:dff:fec2:8000
IPv6 Link Local: fe80::523d:e5ff:fe9d:395d
IPv6 SLAAC Address: 2010:201::523d:e5ff:fe9d:395d
IPV6 DHCP Enabled: yes
IPV6 Obtain DNS Server by DHCP: no
IPV6 Preferred DNS: ::
IPV6 Alternate DNS: ::
VLAN Enabled: no
VLAN ID: 1
VLAN Priority: 0
Port Profile:
Hostname: CIMC_C220
MAC Address: 50:3D:E5:9D:39:5C
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none
Network Speed: 100Mbps
Duplex: full
Auto Negotiate: no
Admin Network Speed: auto
Admin Duplex: auto
Operational Network Speed: 1Gbps
Operational Duplex: full
CMC 1 Network Setting:
IPv4 Address CMC 1: 10.106.145.135
IPv6 Address CMC 1: ::
IPv6 Link Local CMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 1: ::
Hostname CMC 1: UCS-S3260-FCH181772ZP-1
MAC Address CMC 1: F4:CF:E2:77:7F:D2
CMC 2 Network Setting:
IPv4 Address CMC 2: 10.106.145.248
IPv6 Address CMC 2: ::
IPv6 Link Local CMC 2: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 2: ::
Hostname CMC 2: UCS-S3260--2
MAC Address CMC 2: F4:CF:E2:77:80:83
BMC 1 Network Setting:
IPv4 Address BMC 1: 10.106.145.41
IPv6 Address BMC 1: ::
IPv6 Link Local BMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address BMC 1: ::
Hostname BMC 1: S3260-FCH1827K9YT
MAC Address BMC 1: 7C:0E:CE:5A:EF:26
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BMC 2 Network Setting:
IPv4 Address BMC 2: 10.106.145.39
IPv6 Address BMC 2: ::
IPv6 Link Local BMC 2: ::
IPv6 SLAAC Address BMC 2: ::
Hostname BMC 2: S3260-FCH18407MYD
MAC Address BMC 2: A0:EC:F9:85:90:3F

Server /network #

VLAN の設定
始める前に
サーバ VLAN を設定するには、admin としてログインしている必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope network

Cisco IMC ネットワーク コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 2 Server /network # set vlan-enabled {yes |
no}

Cisco IMC を VLAN に接続するかどうか
を選択します。

ステップ 3 Server /network # set vlan-id id

VLAN 番号を指定します。

ステップ 4 Server /network # set vlan-priority priority VLAN でのこのシステムのプライオリ
ティを指定します。
ステップ 5 Server /network # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 6 プロンプトで、y を入力して確認しま
す。

サーバ LAN を設定します。

ステップ 7 Server /network # show [detail]

（任意）ネットワークの設定を表示しま
す。

例
この例では、VLAN を設定します。
Server
Server
Server
Server

# scope network
/network # set vlan-enabled yes
/network *# set vlan-id 5
/network *# set vlan-priority 7
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Server /network *# commit
Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] y
Server /network # show detail
Network Setting:
IPv4 Enabled: yes
IPv4 Netmask: 255.255.255.0
IPv4 Gateway: 10.106.145.1
DHCP Enabled: no
DDNS Enabled: yes
DDNS Update Domain:
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 171.70.168.183
Alternate DNS: 0.0.0.0
IPv6 Enabled: no
IPv6 Prefix: 64
IPv6 Gateway: ::
IPV6 DHCP Enabled: no
IPV6 Obtain DNS Server by DHCP: no
IPV6 Preferred DNS: ::
IPV6 Alternate DNS: ::
VLAN Enabled: yes
VLAN ID: 2
VLAN Priority: 7
Port Profile: abcde12345
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none
SIOC Slot: 1
Management IPv4 Address: 10.106.145.202
Management IPv6 Address: ::
Management Hostname: S3260-FCH18207WF3
Network Speed: 100Mbps
Duplex: full
Auto Negotiate: yes
Admin Network Speed: auto
Admin Duplex: auto
Operational Network Speed: 1Gbps
Operational Duplex: full
CMC 1 Network Setting:
IPv4 Address CMC 1: 10.106.145.135
IPv6 Address CMC 1: ::
IPv6 Link Local CMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 1: ::
Hostname CMC 1: UCS-S3260-FCH181772ZP-1
MAC Address CMC 1: F4:CF:E2:77:7F:D2
CMC 2 Network Setting:
IPv4 Address CMC 2: 10.106.145.248
IPv6 Address CMC 2: ::
IPv6 Link Local CMC 2: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 2: ::
Hostname CMC 2: UCS-S3260--2
MAC Address CMC 2: F4:CF:E2:77:80:83
BMC 1 Network Setting:
IPv4 Address BMC 1: 10.106.145.41
IPv6 Address BMC 1: ::
IPv6 Link Local BMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address BMC 1: ::
Hostname BMC 1: S3260-FCH1827K9YT
MAC Address BMC 1: 7C:0E:CE:5A:EF:26
BMC 2 Network Setting:
IPv4 Address BMC 2: 10.106.145.39
IPv6 Address BMC 2: ::
IPv6 Link Local BMC 2: ::
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IPv6 SLAAC Address BMC 2: ::
Hostname BMC 2: S3260-FCH18407MYD
MAC Address BMC 2: A0:EC:F9:85:90:3F
Server /network #

ポート プロファイルへの接続
（注）

ポート プロファイルまたは VLAN を設定できますが、両方を使用することはできません。ポー
ト プロファイルを使用する場合は、set vlan-enabled コマンドが no に設定されていることを確
認します。

始める前に
ポート プロファイルに接続するには、admin としてログインしている必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope network

Cisco IMC ネットワーク コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 2 Server /network # set port-profile
port_profile_name

Cisco UCS VIC 1225 仮想インターフェイ
ス カード など、サポートされているア
ダプタ カード上の管理インターフェイ
ス、仮想イーサネット、VIF を設定する
ためにポート プロファイル Cisco IMC
を使用するように指定します。
最大 80 文字の英数字を入力します。（ハイフン）と _（アンダースコア）を
除き、スペースなどの特殊文字は使用で
きません。ポート プロファイル名をハ
イフンで始めることもできません。
（注）

ステップ 3 Server /network # commit

ポート プロファイルは、この
サーバが接続されているス
イッチに定義されている必要
があります。

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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目的

ステップ 4 プロンプトで、y を入力して確認しま
す。

ポート プロファイルに接続します。

ステップ 5 （任意） Server /network # show [detail]

ネットワーク設定を表示します。

例
次に、ポート プロファイル abcde12345 に接続する例を示します。
Server # scope network
Server /network # set port-profile abcde12345
Server /network *# commit
Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] y
Server /network # show detail
Network Setting:
IPv4 Enabled: yes
IPv4 Netmask: 255.255.255.0
IPv4 Gateway: 10.106.145.1
DHCP Enabled: no
DDNS Enabled: yes
DDNS Update Domain:
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 171.70.168.183
Alternate DNS: 0.0.0.0
IPv6 Enabled: no
IPv6 Prefix: 64
IPv6 Gateway: ::
IPV6 DHCP Enabled: no
IPV6 Obtain DNS Server by DHCP: no
IPV6 Preferred DNS: ::
IPV6 Alternate DNS: ::
VLAN Enabled: no
VLAN ID: 1
VLAN Priority: 0
Port Profile: abcde12345
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none
SIOC Slot: 1
Management IPv4 Address: 10.106.145.202
Management IPv6 Address: ::
Management Hostname: S3260-FCH18207WF3
Network Speed: 100Mbps
Duplex: full
Auto Negotiate: yes
Admin Network Speed: auto
Admin Duplex: auto
Operational Network Speed: 1Gbps
Operational Duplex: full
CMC 1 Network Setting:
IPv4 Address CMC 1: 10.106.145.135
IPv6 Address CMC 1: ::
IPv6 Link Local CMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 1: ::
Hostname CMC 1: UCS-S3260-FCH181772ZP-1
MAC Address CMC 1: F4:CF:E2:77:7F:D2
CMC 2 Network Setting:
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IPv4 Address CMC 2: 10.106.145.248
IPv6 Address CMC 2: ::
IPv6 Link Local CMC 2: ::
IPv6 SLAAC Address CMC 2: ::
Hostname CMC 2: UCS-S3260--2
MAC Address CMC 2: F4:CF:E2:77:80:83
BMC 1 Network Setting:
IPv4 Address BMC 1: 10.106.145.41
IPv6 Address BMC 1: ::
IPv6 Link Local BMC 1: ::
IPv6 SLAAC Address BMC 1: ::
Hostname BMC 1: S3260-FCH1827K9YT
MAC Address BMC 1: 7C:0E:CE:5A:EF:26
BMC 2 Network Setting:
IPv4 Address BMC 2: 10.106.145.39
IPv6 Address BMC 2: ::
IPv6 Link Local BMC 2: ::
IPv6 SLAAC Address BMC 2: ::
Hostname BMC 2: S3260-FCH18407MYD
MAC Address BMC 2: A0:EC:F9:85:90:3F
Server /network #

インターフェイス プロパティの設定
速度またはデュプレックスの不一致を回避するために、スイッチの設定を Cisco IMC 設定と一
致させる必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope network

ネットワーク コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 2 Server /network* # set mode dedicated

dedicated コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /network* # set auto-negotiate {yes 自動ネゴシエーション コマンド モード
| no}
をイネーブルまたはディセーブルにしま
す。
• yes を入力すると、デュプレックス
の設定はシステムによって無視され
ます。Cisco IMC は、スイッチで設
定された速度を保持します。
• no を入力すると、デュプレックス
を設定できます。設定しない場合、
デフォルト速度 100 Mbps が適用さ
れ、以前のデュプレックスの値が保
持されます。
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目的

ステップ 4 Server /network* # set duplex {full | half} 指定されたデュプレックス モードのタ
イプを設定します。デフォルトでは、
デュプレックス モードが次に設定され
ます Full

例
次に、インターフェイス プロパティを設定し、トランザクションをコミットする例を
示します。
Server # scope network
Server /network* # set mode dedicated
Server /network* # set auto-negotiate no
Warning: You have chosen to set auto negotiate to no
If speed and duplex are not set then a default speed of 100Mbps will be applied
Duplex will retain its previous value
Server /network* # commit
Server /network # set duplex full
Server /network* # commit
Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] y
Server /network #

ネットワーク セキュリティの設定
ネットワーク セキュリティ
Cisco IMC は、IP ブロッキングをネットワーク セキュリティとして使用します。IP ブロッキン
グは、サーバまたは Web サイトと、特定の IP アドレスまたはアドレス範囲との間の接続を防
ぎます。IP ブロッキングは、これらのコンピュータから Web サイト、メール サーバ、または
その他のインターネット サーバへの不要な接続を効果的に禁止します。
禁止 IP の設定は、一般的に、サービス拒否（DoS）攻撃から保護するために使用されます。
Cisco IMC は、IP ブロッキングの失敗回数を設定して、IP アドレスを禁止します。

ネットワーク セキュリティの設定
IP ブロッキングの失敗回数を設定する場合は、ネットワーク セキュリティを設定します。
始める前に
ネットワーク セキュリティを設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要
があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope network

Cisco IMC ネットワーク コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 2

Server /network # scope ipblocking

IP ブロッキング コマンド モードを開
始します。

ステップ 3

Server /network/ipblocking# set enabled
{yes |no\\

IP ブロッキングをイネーブルまたは
ディセーブルにします。

ステップ 4

Server /network/ipblocking # set fail-count 指定された時間ユーザがロックアウト
fail-count
される前に、ユーザが試行できるログ
インの失敗回数を設定します。
この回数のログイン試行失敗は、[IP
Blocking Fail Window] フィールドで指
定されている期間内に発生する必要が
あります。
3 ～ 10 の範囲の整数を入力します。

ステップ 5

Server /network/ipblocking # set
fail-window fail-seconds

ユーザをロックアウトするためにログ
イン試行の失敗が発生する必要のある
期間（秒数）を設定します。
60 ～ 120 の範囲の整数を入力します。

ステップ 6

Server /network/ipblocking # set
penalty-time penalty-seconds

ユーザが指定されている期間内にログ
イン試行の最大回数を超えた場合に、
ユーザがロックアウトされている秒数
を設定します。
300 ～ 900 の範囲の整数を入力します。

ステップ 7

Server /network/ipblocking # commit

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

ステップ 8

Server /network/ipblocking # exit

IP ブロッキング コマンド モードを終
了し、ネットワーク コマンド モードを
開始します。

ステップ 9

Server /network # scope ipfiltering

IP フィルタリング コマンド モードを
開始します。

ステップ 10

Server /network/ipfiltering # set enabled
{yes |no}

IP フィルタリングをイネーブルまたは
ディセーブルにします。プロンプトに
y を入力して IP フィルタリングをイ
ネーブルにします。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11

サーバ/ネットワーク/ipfiltering # set
filter-1 IPv4 または IPv6 アドレスまた
は範囲の IP アドレス

4 つの IP フィルタを設定できます。
IPv4 または IPv6 IP アドレスまたは IP
アドレス範囲を割り当てることができ
ます。

ステップ 12

Server /network/ipfiltering # commit

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

例
次の例はネットワーク セキュリティを設定します。
Server # scope network
Server /network # scope ipblocking
Server /network/ipblocking # set enabled yes
Server /network/ipblocking *# set fail-count 5
Server /network/ipblocking *# set fail-window 90
Server /network/ipblocking *# set penalty-time 600
Server /network/ipblocking *# commit
Server /network/ipblocking # exit
Server /network # scope ipfiltering
Server /network/ipfiltering # set enabled yes
This will enable IP Filtering
Do you wish to continue? [y/N] y
Server /network/ipfiltering *# set filter-1 1.1.1.1-255.255.255.255
set filter-2 10.10.10.10
set filter-3 2001:xxx::-2xxx:xx8::0001
set filter-4
2001:xxx::-2xxx:xx8::0001-2001:xxx::-2xxx:xx8::0020
Server /network/ipfiltering *# commit
Changes to the ipfiltering will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] Y

ネットワーク タイム プロトコルの設定
ネットワーク タイム プロトコル設定の設定
デフォルトでは、Cisco IMC がリセットされると、ホストと時刻が同期されます。NTP サービ
スを導入すると、Cisco IMC を設定して NTP サーバで時刻を同期することができます。デフォ
ルトでは、NTP サーバは Cisco IMC で動作しません。少なくとも 1 台、最大 4 台の、NTP サー
バまたは時刻源サーバとして動作するサーバの IP/DNS アドレスを指定し、NTP サービスをイ
ネーブルにして設定する必要があります。NTP サービスをイネーブルにすると、Cisco IMC は
設定された NTP サーバと時刻を同期します。NTP サービスは Cisco IMC でのみ変更できます。
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（注）

NTP サービスをイネーブルにするには、DNS アドレスよりも、サーバの IP アドレスを指定す
ることを推奨します。

始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope time

time コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /time # scope ntp

NTP サービス コマンド モードを開始
します。

ステップ 3

Server /time/ntp # set enabled yes

サーバの NTP サービスをイネーブルに
します。

ステップ 4

Server /time/ntp* # commit

トランザクションをコミットします。

ステップ 5

Server /time/ntp # set server-1 10.120.33.44 NTP サーバまたは時刻源サーバとして
機能する 4 台のサーバのうち 1 台の
サーバの IP/DNS アドレスを指定しま
す。

ステップ 6

Server /time/ntp # set server-2 10.120.34.45 NTP サーバまたは時刻源サーバとして
機能する 4 台のサーバのうち 1 台の
サーバの IP/DNS アドレスを指定しま
す。

ステップ 7

Server /time/ntp # set server-3 10.120.35.46 NTP サーバまたは時刻源サーバとして
機能する 4 台のサーバのうち 1 台の
サーバの IP/DNS アドレスを指定しま
す。

ステップ 8

Server /time/ntp # set server-4 10.120.36.48 NTP サーバまたは時刻源サーバとして
機能する 4 台のサーバのうち 1 台の
サーバの IP/DNS アドレスを指定しま
す。

ステップ 9

Server /time/ntp # commit

トランザクションをコミットします。

ステップ 10

Server /time/ntp # show detail

NTP 設定の詳細を表示します。
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例
次に、NTP サービスを設定する例を示します。
Server # scope time
Server /time # scope ntp
Server /time/ntp # set enabled yes
Warning: IPMI Set SEL Time Command will be
disabled if NTP is enabled.
Do you wish to continue? [y|N]
y
Server /time/ntp* # commit
Server /time/ntp # set server-1 10.120.33.44
Server /time/ntp* # set server-2 10.120.34.45
Server /time/ntp* # set server-3 10.120.35.46
Server /time/ntp* # set server-4 10.120.36.48
Server /time/ntp* # commit
Server /time/ntp # show details
NTP Service Settings:
NTP Enabled: yes
NTP Server 1: 10.120.33.44
NTP Server 2: 10.120.34.45
NTP Server 3: 10.120.35.46
NTP Server 4: 10.120.36.48
Status: NTP service enabled
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章

ネットワーク アダプタの管理
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco UCS C シリーズ ネットワーク アダプタの概要 （177 ページ）
• ネットワーク アダプタのプロパティの表示 （183 ページ）
• ネットワーク アダプタのプロパティの設定 （184 ページ）
• vHBA の管理 （188 ページ）
• vNIC の管理 （206 ページ）
• アダプタ設定のバックアップと復元 （235 ページ）
• アダプタ ファームウェアの管理 （238 ページ）

Cisco UCS C シリーズ ネットワーク アダプタの概要
（注）

この章の手順は、Cisco UCS C シリーズ ネットワーク アダプタがシャーシに設置される場合に
のみ使用できます。
Cisco UCS C シリーズ ネットワーク アダプタを設置することで、I/O の統合と仮想化をサポー
トするためのオプションが提供されます。次のアダプタを使用できます。
• Cisco UCS VIC 1225 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS VIC 1227T 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS VIC 1385 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS VIC 1387 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS VIC 1455 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS VIC 1457 仮想インターフェイス カード
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（注）

VIC カードをサーバで同じの生成は必須です。たとえば、1 つのサーバで第 3 世代と第 4 世代
VIC カードの組み合わせを持つことはできません。
対話型のUCS ハードウェアおよびソフトウェア相互運用性ユーティリティを使用すると、選択
したサーバ モデルとソフトウェア リリース用のサポートされているコンポーネントと構成を
表示できます。このユーティリティは次の URL で入手できます。
http://www.cisco.com/web/techdoc/ucs/interoperability/matrix/matrix.html
Cisco UCS VIC 1225 仮想インターフェイス カード
Cisco UCS VIC 1225 仮想インターフェイス カード は、サーバ仮想化によって導入される種々
の新しい動作モードを高速化する、高性能の統合型ネットワーク アダプタです。優れた柔軟
性、パフォーマンス、帯域幅を新世代の Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバ に提供
します。
Cisco UCS VIC 1225 は、仮想ネットワーキングと物理ネットワーキングを単一のインフラスト
ラクチャに統合する Cisco 仮想マシン ファブリック エクステンダ（VM-FEX）を実装していま
す。これにより、物理ネットワークから仮想マシンへのアクセスに対する可視性と、物理サー
バと仮想サーバに対する一貫したネットワーク運用モデルの実現が可能になります。仮想化環
境では、この高度に設定可能な自己仮想化アダプタにより、Cisco UCS C シリーズ ラックマウ
ント サーバ に統合モジュラ LAN インターフェイスを提供します。その他の機能と特長には次
のようなものがあります。
• 最大 256 台の PCIe 仮想デバイス、仮想ネットワーク インターフェイス カード（vNIC）ま
たは仮想ホスト バス アダプタ（vHBA）のサポート、高い I/O 処理/秒（IOPS）、ロスレ
ス イーサネットのサポート、サーバへの 20 Gbps の接続を提供。
• PCIe Gen2 x16 により、ファブリック インターコネクトへの冗長パスを通じてネットワー
ク集約型アプリケーションのホスト サーバに適切な帯域幅を確実に提供。
• シスコ認定のサードパーティ製アダプタ用にサーバのフルハイト スロットが確保された
ハーフハイト設計。
• Cisco UCS Manager による一元管理。Microsoft Windows、Red Hat Enterprise Linux、SUSE
Linux、VMware vSphere、および Citrix XenServer をサポート。
Cisco UCS VIC 1385 仮想インターフェイス カード
この Cisco UCS VIC 1385 仮想インターフェイス カード は、デュアルポートの拡張型 Quad Small
Form-Factor Pluggable（QSFP）40 ギガビット イーサネットおよび Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）対応のハーフハイト PCI Express（PCIe）カードで、Cisco UCS C シリーズ ラック サー
バ専用に設計されています。シスコの次世代統合型ネットワーク アダプタ（CNA）技術は、
包括的にさまざまな機能を提供し、今後のソフトウェア リリースに対応して投資を保護しま
す。このカードでは、ポリシーベースでステートレス、かつ俊敏性の高いサーバ インフラスト
ラクチャを構築できます。このインフラストラクチャは、ネットワーク インターフェイス カー
ド（NIC）またはホスト バス アダプタ（HBA）として動的に設定可能な、256 を超える PCIe
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規格準拠インターフェイスをホストに提供します。さらに、Cisco UCS VIC 1385 カードは、
Cisco UCS ファブリック インターコネクトのポートを仮想マシンまで拡張する Cisco Data Center
Virtual Machine Fabric Extender（VM-FEX）テクノロジーをサポートしているため、サーバ仮想
化の展開が容易になります。
カードの特性は、ブート時にサーバに関連付けられたサービス プロファイルを使用して動的に
決定されます。サービス プロファイルでは、PCIe インターフェイスの番号、タイプ（NIC ま
たは HBA）、ID（MAC アドレスおよび World Wide Name（WWN））、フェールオーバー ポ
リシー、帯域幅、Quality of Service（QoS）ポリシーを定義できます。インターフェイスをオン
デマンドで定義、作成、利用できるため、ステートレスで俊敏性の高いサーバ インフラストラ
クチャが実現します。その他の機能と特長には次のようなものがあります。
• VIC 上に作成された各 PCIe インターフェイスは、それぞれ Cisco UCS ファブリック イン
ターコネクト上のインターフェイスに関連付けられ、VIC 上の PCIe デバイスとファブリッ
ク インターコネクト上のインターフェイスを結ぶ各仮想ケーブルは、それぞれ完全に分離
して認識されます。
• Cisco UCS VIC 1385 仮想インターフェイス カード は高いネットワーク パフォーマンスに
加え、SMB-Direct、VMQ、DPDK、Cisco NetFlow などの最も要求の厳しいアプリケーショ
ンに対する低遅延を実現します。
Cisco UCS VIC 1227T 仮想インターフェイス カード
Cisco UCS VIC 1227T 仮想インターフェイス カード は、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ専
用に設計された、デュアルポートの 10GBASE-T（RJ-45）10-Gbps イーサネットおよび Fibre
Channel over Ethernet（FCoE）対応の PCI Express（PCIe）モジュラ LAN-on-motherboard（mLOM）
アダプタです。Cisco のラック サーバに新たに導入された mLOM スロットを使用すると、PCIe
スロットを使用せずに Cisco VIC を装着できます。これにより、I/O 拡張性が向上します。シ
スコの次世代統合型ネットワーク アダプタ（CNA）技術が取り入れられており、低コストの
ツイスト ペア ケーブルで、30 メートルまでのビット エラー レート（BER）が 10 ～ 15 のファ
イバ チャネル接続を提供します。また、将来の機能リリースにおける投資保護を実現します。
mLOM カードでは、ポリシーベースでステートレス、かつ俊敏性の高いサーバ インフラスト
ラクチャを構築できます。このインフラストラクチャは、ネットワーク インターフェイス カー
ド（NIC）またはホスト バス アダプタ（HBA）として動的に設定可能な、最大 256 の PCIe 規
格準拠インターフェイスをホストに提供します。さらに、Cisco UCS VIC 1227T 仮想インター
フェイス カード は、Cisco UCS ファブリック インターコネクトのポートを仮想マシンまで拡
張する Cisco Data Center Virtual Machine Fabric Extender（VM-FEX）テクノロジーをサポートし
ているため、サーバ仮想化の展開が容易になります。その他の機能と特長には次のようなもの
があります。
• ステートレスで俊敏性の高い設計：このカードの特性は、サーバ ブート時にサーバに関連
付けられたサービス プロファイルを使用して動的に決定されます。サービス プロファイ
ルでは、PCIe インターフェイスの番号、タイプ（NIC または HBA）、ID（MAC アドレス
および World Wide Name（WWN））、フェールオーバー ポリシー、帯域幅、Quality of
Service（QoS）ポリシーを定義できます。インターフェイスをオンデマンドで定義、作成、
利用できるため、ステートレスで俊敏性の高いサーバ インフラストラクチャが実現しま
す。
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• VIC 上に作成された各 PCIe インターフェイスは、それぞれ Cisco UCS ファブリック イン
ターコネクト上のインターフェイスに関連付けられ、VIC 上の PCIe デバイスとファブリッ
ク インターコネクト上のインターフェイスを結ぶ各仮想ケーブルは、それぞれ完全に分離
して認識されます。
• Cisco SingleConnect テクノロジーは、データセンターのコンピューティングを接続、管理
するためのきわめて簡単、効率的かつインテリジェントな方法を提供します。Cisco
SingleConnect テクノロジーによって、データセンターがラック サーバおよびブレード サー
バ、物理サーバ、仮想マシン、LAN、SAN、および管理ネットワークに接続する方法が劇
的に簡略化されます。
Cisco UCS VIC 1387 仮想インターフェイス カード
Cisco UCS VIC 1387 仮想インターフェイス カードは、デュアルポートの拡張型 Quad Small
Form-Factor Pluggable（QSFP）40 ギガビット イーサネットおよび Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）対応のハーフハイト PCI Express（PCIe）カードで、Cisco UCS C シリーズ ラック サー
バ専用に設計されています。シスコの次世代統合型ネットワーク アダプタ（CNA）技術は、
包括的にさまざまな機能を提供し、今後のソフトウェア リリースに対応して投資を保護しま
す。このカードでは、ポリシーベースでステートレス、かつ俊敏性の高いサーバ インフラスト
ラクチャを構築できます。このインフラストラクチャは、ネットワーク インターフェイス カー
ド（NIC）またはホスト バス アダプタ（HBA）として動的に設定可能な、256 を超える PCIe
規格準拠インターフェイスをホストに提供します。さらに、Cisco UCS VIC 1387 カードは、
Cisco UCS ファブリック インターコネクトのポートを仮想マシンまで拡張する Cisco Data Center
Virtual Machine Fabric Extender（VM-FEX）テクノロジーをサポートしているため、サーバ仮想
化の展開が容易になります。
カードの特性は、ブート時にサーバに関連付けられたサービス プロファイルを使用して動的に
決定されます。サービス プロファイルでは、PCIe インターフェイスの番号、タイプ（NIC ま
たは HBA）、ID（MAC アドレスおよび World Wide Name（WWN））、フェールオーバー ポ
リシー、帯域幅、Quality of Service（QoS）ポリシーを定義できます。インターフェイスをオン
デマンドで定義、作成、利用できるため、ステートレスで俊敏性の高いサーバ インフラストラ
クチャが実現します。その他の機能と特長には次のようなものがあります。
• VIC 上に作成された各 PCIe インターフェイスは、それぞれ Cisco UCS ファブリック イン
ターコネクト上のインターフェイスに関連付けられ、VIC 上の PCIe デバイスとファブリッ
ク インターコネクト上のインターフェイスを結ぶ各仮想ケーブルは、それぞれ完全に分離
して認識されます。
• Cisco UCS VIC 1387 仮想インターフェイス カードは高いネットワーク パフォーマンスに
加え、SMB-Direct、VMQ、DPDK、Cisco NetFlow などの最も要求の厳しいアプリケーショ
ンに対する低遅延を実現します。
Cisco UCS VIC 1400 シリーズ仮想インターフェイス カード
Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）1400 シリーズによって、サーバと仮想マシン
の両方にネットワーク ファブリックが直接拡張されるので、1 つの接続メカニズムを使用し
て、物理サーバと仮想サーバの両方を同じレベルの可視性と制御で接続することができます。
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Cisco VIC は、Cisco UCS I/O インフラストラクチャにおける完全なプログラム可能性を実現し
ます。I/O インターフェイスの数とタイプは、ゼロタッチ モデルによってオンデマンドで設定
できます。
Cisco VIC は Cisco SingleConnect テクノロジーをサポートしています。このテクノロジーによ
り、簡単、効率的、かつインテリジェントな方法でデータセンターのコンピューティングを接
続し、管理することができます。Cisco SingleConnect は、LAN、SAN、およびシステム管理を
ラック サーバ、ブレード サーバ、仮想マシン用のシンプルな 1 つのリンクに統合します。こ
のテクノロジーは、必要なネットワーク アダプタ、ケーブル、およびスイッチの数を減少させ
ることで、ネットワークを大幅に簡素化し、複雑さを軽減します。Cisco VIC は、116 台の PCI
Express（PCIe）仮想デバイス（仮想ネットワーク インターフェイスカード（vNIC）または仮
想ホスト バス アダプタ（vHBA））をサポートできます。また、優れた IOPS（I/O 処理/秒）、
ロスレス イーサネットのサポート、およびサーバへの 10/25 Gbps の接続を提供します。PCIe
Generation 3 x16 インターフェイスにより、ファブリック インターコネクトへの冗長パスを通
じてネットワーク集約型アプリケーションのホスト サーバに適切な帯域幅が確実に提供されま
す。Cisco VIC は、ファブリック フェールオーバー機能を持つ NIC チーミングをサポートして
おり、信頼性と可用性を向上させます。さらに、この製品によって、データセンターで、ポリ
シーベース、ステートレス、かつ俊敏性に優れたサーバ インフラストラクチャを構築できま
す。
VIC 1400 シリーズは、Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ、C シリーズ ラック サーバ専用
に設計されています。このアダプタは、10/25 ギガビット イーサネットと Fibre Channel over
Ethernet（FCoE）をサポートできます。この次世代統合型ネットワーク アダプタ（CNA）カー
ドは、包括的にさまざまな機能を提供し、今後のソフトウェアリリースに対応して投資を保護
します。
Cisco UCS VIC 1455 仮想インターフェイス カード
Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）1455 は、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ
の M5 世代用に設計された、クワッドポート Small Form-Factor Pluggable（SFP28）ハーフハイ
ト PCIe カードです。このカードは、10/25 Gbps イーサネットまたは FCoE をサポートします。
これは Cisco の次世代 CNA テクノロジーを組み込み、包括的にさまざまな機能を提供し、今
後のソフトウェアリリースに対応して投資を保護します。このカードは 116 個を超える PCIe
標準準拠のインターフェイスをホストに提示可能で、NIC または HBA として動的に構成でき
ます。
いくつかの機能と利点は次のとおりです。
• ステートレスで俊敏性の高いプラットフォーム：カードの特性は、サーバ ブート時にサー
バに関連付けられたサービス プロファイルを使用して動的に設定されます。サービス プ
ロファイルでは、PCIe インターフェイスの番号、タイプ（NIC または HBA）、ID（MAC
アドレスおよび World Wide Name（WWN））、フェールオーバー ポリシー、帯域幅、
Quality of Service（QoS）ポリシーを定義できます。インターフェイスをオンデマンドで定
義、作成、利用できるため、ステートレスで俊敏性の高いサーバ インフラストラクチャが
実現します。
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（注）

スタンドアロンの C シリーズ サーバのサービス プロファイルの
設定は、アップリンク スイッチまたは Cisco IMC 設定によって異
なります。

• ネットワーク インターフェイスの仮想化：VIC 上に作成された各 PCIe インターフェイス
は、それぞれ Cisco UCS ファブリック インターコネクト上のインターフェイスに関連付け
られ、VIC 上の PCIe デバイスとファブリック インターコネクト上のインターフェイスを
結ぶ各仮想ケーブルは、それぞれ完全に分離して認識されます。
Cisco UCS VIC 1457 仮想インターフェイス カード
Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）1457 は、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ
の M5 世代用に設計された、クワッドポート Small Form-Factor Pluggable（SFP28）mLOM カー
ドです。このカードは、10/25 Gbps イーサネットまたは FCoE をサポートします。これは Cisco
の次世代 CNA テクノロジーを組み込み、包括的にさまざまな機能を提供し、今後のソフトウェ
アリリースに対応して投資を保護します。このカードは 116 個を超える PCIe 標準準拠のイン
ターフェイスをホストに提示可能で、NIC または HBA として動的に構成できます。
いくつかの機能と利点は次のとおりです。
• ステートレスで俊敏性の高いプラットフォーム：カードの特性は、サーバ ブート時にサー
バに関連付けられたサービス プロファイルを使用して動的に設定されます。サービス プ
ロファイルでは、PCIe インターフェイスの番号、タイプ（NIC または HBA）、ID（MAC
アドレスおよび World Wide Name（WWN））、フェールオーバー ポリシー、帯域幅、
Quality of Service（QoS）ポリシーを定義できます。インターフェイスをオンデマンドで定
義、作成、利用できるため、ステートレスで俊敏性の高いサーバ インフラストラクチャが
実現します。

（注）

スタンドアロンの C シリーズ サーバのサービス プロファイルの
設定は、アップリンク スイッチまたは Cisco IMC 設定によって異
なります。

• ネットワーク インターフェイスの仮想化：VIC 上に作成された各 PCIe インターフェイス
は、それぞれ Cisco UCS ファブリック インターコネクト上のインターフェイスに関連付け
られ、VIC 上の PCIe デバイスとファブリック インターコネクト上のインターフェイスを
結ぶ各仮想ケーブルは、それぞれ完全に分離して認識されます。
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ネットワーク アダプタのプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show adapter [index]
[detail]

アダプタのプロパティを表示します。1
つのアダプタのプロパティを表示するに
は、 index 引数として PCI スロット番号
を指定します。

例
次に、アダプタ 2 のプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
PCI Slot Product Name
Serial Number Product ID
Vendor
-------- -------------- -------------- -------------- -------------------1
UCS VIC 1225
FCH1613796C
UCSC-PCIE-C... Cisco Systems Inc
Server /chassis # show adapter 2 detail
PCI Slot 2:
Product Name: UCS VIC 1225
Serial Number: FCH1613796C
Product ID: UCSC-PCIE-CSC-02
Adapter Hardware Revision: 4
Current FW Version: 2.1(0.291)
NIV: Disabled
FIP: Enabled
Configuration Pending: no
CIMC Management Enabled : no
VID: V00
Vendor: Cisco Systems Inc
Description:
Bootloader Version: 2.1(0.291)
FW Image 1 Version: 2.1(0.291)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 1.6(0.547)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
FW Update Status: Idle
FW Update Error: No error
FW Update Stage: No operation (0%)
FW Update Overall Progress: 0%
Server /chassis #
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ネットワーク アダプタのプロパティの設定
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• サポートされた仮想インターフェイス カード（VIC）がシャーシに取り付けられ、サーバ
の電源がオンである必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show adapter

（任意）使用可能なアダプタ デバイス
を表示します。

ステップ 3 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

ステップ 4 Server /chassis/adapter # set fip-mode
{disable | enable}

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

アダプタ カードで FCoE Initialization
Protocol（FIP）をイネーブルまたはディ
セーブルにします。FIP はデフォルトで
有効になっています。
（注）

• テクニカル サポートの担
当者から明確に指示され
た場合にだけ、このオプ
ションをディセーブルに
することを推奨します。
• ポート チャネル上での
FCoE は 1455 または 1457
のアダプタではサポート
されていません。FCoE
は、非ポート チャネル
モードではサポートされ
ています。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5 Server /chassis/adapter # set lldp {disable （注）
| enable}

LLDPの変更を有効にするは、
サーバの再起動が必要です。
S3260 シャーシに 2 つのノー
ドがある場合、プライマリ
ノードで LLDP の変更を行っ
た後にセカンダリノードを再
起動するようにしてくださ
い。

アダプタ カードで Link Layer Discovery
Protocol（LLDP）をイネーブルまたは
ディセーブルにします。LLDP はデフォ
ルトでイネーブルです。
（注）

ステップ 6 Server /chassis/adapter # set vntag-mode
{disabled | enabled}

LLDPオプションをディセーブ
ルにすると、すべての Data
Center Bridging Capability
Exchange Protocol（DCBX）機
能が無効になるため、このオ
プションはディセーブルにし
ないことを推奨します。

アダプタ カードで VNTAG を有効また
は無効にします。VNTAG はデフォルト
により無効にされます。
（注）

VNTAG モードがイネーブルな場合、以
下の操作を実行できます。
• 特定のチャネルに vNIC と vHBA を
割り当てる。
• vNIC と vHBA をポート プロファイ
ルに関連付ける。
• 通信に問題が生じた場合、vNIC を
他の vNIC にフェールオーバーす
る。
ステップ 7 Server /chassis/adapter # set portchannel
disabled

ポート チャネルを有効または無効にす
ることができます。ポート チャネルを
無効にすると、4 個の vNIC と vHBA は
アダプタで使用できます。
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目的
ポート チャネルを有効にすると、次の
ようになります。
• 2 個の vNIC と vHBA のみを使用で
きます。
• ポート 0 と 1 は 1 つのポート チャ
ネルとしてバンドルされ、ポート 2
および 3 はもう一方のポート チャ
ネルとしてバンドルされます。
（注）

• このオプションは、Cisco
UCS VIC 1455 および 1457
ではデフォルトで有効に
なっています。
• ポート チャネル設定を変
更するとき、すべての以
前に作成した vNIC および
vHBA が削除され、設定
は工場出荷時のデフォル
トに復元されます。
• VNTAG モードは、ポート
チャネル モードでのみサ
ポートされます。

ステップ 8 Server /chassis/adapter # set
physical-nic-mode enabled

重要

[物理 NIC モード (Physical NIC
Mode)] オプションは実験ベー
スで追加されており、このオ
プションを設定する必要があ
ります。

物理 NIC モードを有効または無効にす
ることができます。このオプションは、
デフォルトで無効です。
物理 NIC モードが有効になっている場
合、VIC のアップリンク ポートはパス
スルー モードに設定されます。これに
より、ホストは変更を行わずにパケット
を送信できます。VIC ASIC は、vNIC の
VLAN と CoS の設定に基づいてパケッ
トの VLAN タグをリライトしません。
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目的
（注）

このオプションは、Cisco UCS
VIC 14xx シリーズ アダプタで
のみ使用できます。
次のようなアダプタでは、こ
のオプションを有効にするこ
とはできません。
• [ポート チャネル モード
(Port Channel mode)] が有
効になっています
• [VNTAGモード (VNTAG
mode)] が有効になってい
ます
• [LLDP] が有効になってい
ます
• [FIP モード (FIP mode)]
が有効になっています
• [CISCO IMC 管理が有効
(Cisco IMC Management
Enabled)] 値が [はい
(Yes)] に設定されていま
す
• 複数のユーザーが作成し
た vNICs

ステップ 9 Server /chassis/adapter* # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、アダプタ 1 のプロパティを設定する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # set fip-mode enable
Server /chassis/adapter *# set vntag-mode enabled
Server /chassis/adapter* # set portchannel disabled
Server /chassis/adapter *# commit
Warning: Enabling VNTAG mode
All the vnic configuration will be reset to factory defaults
New VNIC adapter settings will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter # show detail
PCI Slot 1:
Product Name: UCS VIC xxxx
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Serial Number: FCHXXXXXZV4
Product ID: UCSC-PCIE-xxx-04
Adapter Hardware Revision: 3
Current FW Version: x.0(0.345)
VNTAG: Enabled
FIP: Enabled
LLDP: Enabled
PORT CHANNEL: Disabled
Configuration Pending: no
Cisco IMC Management Enabled: no
VID: V00
Vendor: Cisco Systems Inc
Description:
Bootloader Version: xxx
FW Image 1 Version: x.0(0.345)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: gafskl-dev-170717-1500-orosz-ET
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
FW Update Status: Fwupdate never issued
FW Update Error: No error
FW Update Stage: No operation (0%)
FW Update Overall Progress: 0%
Server /chassis/adapter #

vHBA の管理
vHBA 管理のガイドライン
vHBA を管理する場合は、次のガイドラインと制限事項を考慮してください。
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カードには、デフォルトで 2 個の vHBA と 2 個の vNIC
が用意されています。これらのアダプタ カードに最大 14 個の vHBA または vNIC を追加
作成できます。
Cisco UCS 1455 および 1457 仮想インターフェイス カードは、非ポート チャネル モード
で、デフォルトで 4 個の vHBAs と4 個の Vhbas を提供します。これらのアダプタ カード
に最大 10 個の vHBA または vNICs を追加作成できます。

（注）

アダプタに対してネットワークインターフェイスの仮想化（NIV）
モードがイネーブルになっている場合は、vHBA を作成するとき
にチャネル番号を割り当てる必要があります。

• FCoE アプリケーションで Cisco UCS 仮想インターフェイス カードを使用する場合は、
vHBA を FCoE VLAN に関連付ける必要があります。VLAN を割り当てるには、「vHBA
のプロパティの変更」で説明されている手順に従います。
• 設定の変更後は、その設定を有効にするためにホストをリブートする必要があります。
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vHBA のプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

ステップ 3 Server /chassis/adapter # show host-fc-if
[fc0 | fc1 | name] [detail]

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

指定した単一の vHBA またはすべての
vHBA のプロパティを表示します。

例
次に、アダプタ カード 1 上のすべての vHBA および fc0 の詳細なプロパティを表示す
る例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # show host-fc-if
Name
World Wide Port Name
FC SAN Boot
-------- ------------------------ ----------fc0
20:00:00:22:BD:D6:5C:35 Disabled
fc1
20:00:00:22:BD:D6:5C:36 Disabled

Uplink Port
----------0
1

Server /chassis/adapter # show host-fc-if fc0 detail
Name fc0:
World Wide Node Name: 10:00:70:0F:6A:C0:97:43
World Wide Port Name: 20:00:70:0F:6A:C0:97:43
FC SAN Boot: disabled
FC Type: fc-initiator
Persistent LUN Binding: disabled
Uplink Port: 0
PCI Link: 0
MAC Address: 70:0F:6A:C0:97:43
CoS: 3
VLAN: NONE
Rate Limiting: OFF
PCIe Device Order: 2
EDTOV: 2000
RATOV: 10000
Maximum Data Field Size: 2112
Channel Number: N/A
Port Profile: N/A
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Server /chassis/adapter #

vHBA のプロパティの変更
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # show adapter

（任意）使用可能なアダプタ デバイス
を表示します。

ステップ 3

Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 4

Server /chassis/adapter # scope host-fc-if
{fc0 | fc1 | name}

指定した vHBA に対してホスト ファイ
バ チャネル インターフェイス コマン
ド モードを開始します。

ステップ 5

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
wwnn wwnn

アダプタの一意のワールド ワイド ノー
ド名（WWNN）を
hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh の形式で指定し
ます。
このコマンドで指定しない場合、
WWNNはシステムによって自動的に生
成されます。

ステップ 6

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
wwpn wwpn

アダプタの一意のワールド ワイド ポー
ト名（WWPN）を
hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh の形式で指定し
ます。
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目的
このコマンドで指定しない場合、
WWPN はシステムによって自動的に生
成されます。

ステップ 7

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set boot FC SAN ブートを有効または無効にし
{disable | enable}
ます。デフォルトはディセーブルで
す。

ステップ 8

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
永続的な LUN バインディングを有効ま
persistent-lun-binding {disable | enable} たは無効にします。デフォルトはディ
セーブルです。

ステップ 9

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
mac-addr mac-addr

ステップ 10

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set vlan この vHBA のデフォルトの VLAN を指
{none | vlan-id}
定します。有効な VLAN 番号は 1 ～
4094 です。デフォルトは none です。

ステップ 11

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set cos 受信パケットにマークされるサービス
cos-value
クラス（CoS）値を指定します。この
設定は、vHBA がホスト CoS を信頼す
るように設定されていない場合に限り
有効です。有効な CoS 値は 0 ～ 6 で
す。デフォルトは 0 です。値が大きい
ほど重要なトラフィックであることを
意味します。

vHBA の MAC アドレスを指定します。

この設定は NIV モードでは動作しませ
ん。
ステップ 12

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
rate-limit {off | rate}

vHBA の最大データ レートを指定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 10000 Mbps
です。デフォルトは off です。
この設定は NIV モードでは動作しませ
ん。

ステップ 13

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
order {any | 0-99}

PCIe バスのデバイス番号割り当てにつ
いて、このデバイスの相対順序を指定
します。デフォルトは any です。

ステップ 14

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
error-detect-timeout msec

Error Detect TimeOut Value（EDTOV）
を指定します。エラーが発生したとシ
ステムが見なすまでに待機するミリ秒
数です。指定できる値の範囲は、1000
～ 100000 です。デフォルトは、2000
ミリ秒です。
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ステップ 15

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
resource-allocation-timeout msec

Resource Allocation TimeOut Value
（RATOV）を指定します。リソースを
適切に割り当てることができないとシ
ステムが見なすまでに待機するミリ秒
数です。指定できる値の範囲は、5000
～ 100000 です。デフォルトは、10000
ミリ秒です。

ステップ 16

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
max-data-field-size size

vHBA がサポートするファイバ チャネ
ル フレーム ペイロードの最大サイズ
（バイト数）を指定します。指定でき
る値の範囲は 1 ～ 2112 です。デフォル
トは 2112 バイトです。

ステップ 17

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
channel-number channel number

この vHBA に割り当てるチャネル番
号。1 ～ 1,000 の整数を入力します。
（注）

ステップ 18

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
pci-link 0|1

このオプションには VNTAG
モードが必要です。

vNIC を接続できるリンク。値は次のと
おりです。
• 0：vNIC が配置されている最初の
cross-edged リンク。
• 1：vNIC が配置されている 2 番目
の cross-edged リンク。
（注）

ステップ 19

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
uplink Port number

vHBA に関連付けられたアップリンク
ポート。
（注）

ステップ 20

このオプションを使用できる
のは一部の Cisco UCS C シ
リーズ サーバだけです。

この値は、システム定義の
vHBA である fc0 と fc1 につ
いては変更できません。

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
このポリシーで使用される vHBA タイ
vhba-type
プ。サポートされている FC と FC
fc-initiator|fc-target|fc-nvme-initiator|fc-nvme-target NVMe Vhba は、同じアダプタでここで
作成できます。このポリシーで使用さ
れる vHBA タイプには、次のいずれか
を指定できます。
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• fc-initiator：レガシー SCSI FC
vHBA イニシエータ
• fc-target：SCSI FC ターゲット機能
をサポートする vHBA
（注）

このオプションは、技術
プレビューとして使用可
能です。

• fc-nvme-initiator：FC NVME イニシ
エータ、FC NVME ターゲットを
検出し、それらに接続する vHBA
• fc-nvme-target：FC NVME ターゲッ
トとして機能し、NVME ストレー
ジへ接続する vHBA
（注）

このオプションは、技術
プレビューとして使用可
能です。

ステップ 21

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
error-recovery

ステップ 22

Server
FCP エラー回復を有効または無効にし
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery # ます。デフォルトはディセーブルで
set fcp-error-recovery {disable | enable} す。

ステップ 23

Server
リンク ダウン タイムアウト値を指定し
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery # ます。アップリンク ポートがダウン
set link-down-timeout msec
し、ファブリック接続が失われている
ことをシステムに通知する前に、アッ
プリンク ポートがオフラインになって
いなければならないミリ秒数です。指
定できる値の範囲は、0 ～ 240000 で
す。デフォルトは、30000ミリ秒です。

ステップ 24

Server
ポート ダウン I/O 再試行回数値を指定
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery # します。ポートが使用不可能であると
set port-down-io-retry-count count
システムが判断する前に、そのポート
への I/O 要求がビジー状態を理由に戻
される回数です。指定できる値の範囲
は、0 ～ 255 です。デフォルトは、8 回
です。

ファイバ チャネル エラー回復コマンド
モードを開始します。
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ステップ 25

Server
ポート ダウン タイムアウト値を指定し
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery # ます。リモート ファイバ チャネル ポー
set port-down-timeout msec
トが使用不可能であることを SCSI 上
位層に通知する前に、そのポートがオ
フラインになっていなければならない
ミリ秒数です。指定できる値の範囲
は、0 ～ 240000 です。デフォルトは、
10000 ミリ秒です。

ステップ 26

Server
ホスト ファイバ チャネル インターフェ
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery # イス コマンド モードを終了します。
exit

ステップ 27

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
interrupt

ステップ 28

Server /chassis/adapter/host-fc-if/interrupt ファイバ チャネル割り込みモードを指
# set interrupt-mode {intx | msi | msix} 定します。次のモードがあります。

割り込みコマンド モードを開始しま
す。

• intx ：ラインベースの割り込み
（INTx）
• msi ：メッセージ シグナル割り込
み（MSI）
• msix ：機能拡張されたメッセージ
シグナル割り込み（MSIx）。これ
は推奨オプションであり、デフォ
ルトになっています。
ステップ 29

Server /chassis/adapter/host-fc-if/interrupt ホスト ファイバ チャネル インターフェ
# exit
イス コマンド モードを終了します。

ステップ 30

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル ポート コマンド
port
モードを開始します。

ステップ 31

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port # set I/O スロットル数を指定します。vHBA
outstanding-io-count count
内に同時に保留可能な I/O 操作の数で
す。指定できる値の範囲は、1 ～ 1024
です。デフォルトは、512 個の操作で
す。

ステップ 32

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port # set ターゲットあたりの論理ユニット番号
max-target-luns count
（LUN）の最大数を指定します。ドラ
イバで検出される LUN の最大数です。
通常は、オペレーティング システム プ
ラットフォームの制限です。指定でき
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る値の範囲は、1 ～ 1024 です。デフォ
ルトは、256 個の LUN です。

ステップ 33

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port #
exit

ステップ 34

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル ファブリック ログ
port-f-logi
イン コマンド モードを開始します。

ステップ 35

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port-f-logi ファブリック ログイン（FLOGI）の再
# set flogi-retries {infinite | count}
試行回数値を指定します。システムが
ファブリックへのログインを最初に失
敗してから再試行する回数です。0 ～
4294967295 の数値を入力するか、
infinite を入力します。デフォルトは無
限（infinite）の再試行です。

ステップ 36

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port-f-logi ファブリック ログイン（FLOGI）タイ
# set flogi-timeout msec
ムアウト値を指定します。システムが
ログインを再試行する前に待機するミ
リ秒数です。指定できる値の範囲は、
1 ～ 255000 です。デフォルトは、2000
ミリ秒です。

ステップ 37

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port-f-logi ホスト ファイバ チャネル インターフェ
# exit
イス コマンド モードを終了します。

ステップ 38

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル ポート ログイン コ
port-p-logi
マンド モードを開始します。

ステップ 39

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port-p-logi ポート ログイン（PLOGI）の再試行回
# set plogi-retries count
数値を指定します。システムがファブ
リックへのログインを最初に失敗して
から再試行する回数です。指定できる
値の範囲は、0 ～ 255 です。デフォル
トは、8 回です。

ステップ 40

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port-p-logi ポート ログイン（PLOGI）タイムアウ
# set plogi-timeout msec
ト値を指定します。システムがログイ
ンを再試行する前に待機するミリ秒数
です。指定できる値の範囲は、1 ～
255000 です。デフォルトは、2000 ミリ
秒です。

ステップ 41

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port-p-logi ホスト ファイバ チャネル インターフェ
# exit
イス コマンド モードを終了します。

ホスト ファイバ チャネル インターフェ
イス コマンド モードを終了します。
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ステップ 42

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope SCSI I/O コマンド モードを開始しま
scsi-io
す。

ステップ 43

Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io # 割り当てる Command Descriptor Block
set cdb-wq-count count
（CDB）送信キュー リソースの数で
す。指定できる値の範囲は 1 ～ 8 で
す。デフォルトは 1 です。

ステップ 44

Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io # Command Descriptor Block（CDB）送信
set cdb-wq-ring-size size
キュー内の記述子の数。指定できる値
の範囲は 64 ～ 512 です。デフォルトは
512 です。

ステップ 45

Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io # ホスト ファイバ チャネル インターフェ
exit
イス コマンド モードを終了します。

ステップ 46

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル送信キュー コマンド
trans-queue
モードを開始します。

ステップ 47

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/trans-queue #
set fc-wq-ring-size size

ファイバ チャネル送信キュー内の記述
子の数。指定できる値の範囲は 64 ～
128 です。デフォルトは 64 です。

ステップ 48

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/trans-queue #
exit

ホスト ファイバ チャネル インターフェ
イス コマンド モードを終了します。

ステップ 49

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル受信キュー コマンド
recv-queue
モードを開始します。

ステップ 50

Server /chassis/adapter/host-fc-if/recv-queue ファイバ チャネル受信キュー内の記述
# set fc-rq-ring-size size
子の数。指定できる値の範囲は 64 ～
128 です。デフォルトは 64 です。

ステップ 51
ステップ 52

Server /chassis/adapter/host-fc-if/recv-queue ホスト ファイバ チャネル インターフェ
# exit
イス コマンド モードを終了します。

ステップ 53

Server /chassis/adapter/host-fc-if # commit トランザクションをシステムの設定に
コミットします。
（注）

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。
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例
この例では、vHBA のプロパティを設定します (いくつかのオプションのみが表示され
ます)：
Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
PCI Slot Product Name
Serial Number Product ID
Vendor
-------- -------------- -------------- -------------- -------------------1
UCS VIC P81E
QCI1417A0QK
N2XX-ACPCI01
Cisco Systems Inc
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server

/chassis # scope adapter 1
/chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
/chassis/adapter/host-fc-if # set boot enable
/chassis/adapter/host-fc-if *# scope scsi-io
/chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io *# set cdb-wq-count 2
/chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io *# exit
/chassis/adapter/host-fc-if *# commit
/chassis/adapter/host-fc-if #

次のタスク
サーバをリブートして変更内容を適用します。

vHBA の作成
アダプタには 2 つの永続的 vHBA があります。NIV モードがイネーブルの場合、最大 16 の追
加 vHBAs を作成できます。
始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。
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ステップ 3 Server /chassis/adapter # create host-fc-if
name

目的
vHBA を作成し、ホストのファイバ チャ
ネル インターフェイスのコマンド モー
ドを開始します。name 引数には最大 32
文字の ASCII 文字を使用できます。

ステップ 4 （任意） Server /chassis/adapter/host-fc-if アダプタで NIV モードがイネーブルに
# set channel-number number
なっている場合、この vHBA にチャネ
ル番号を割り当てる必要があります。指
定できる範囲は 1 ～ 1000 です。
ステップ 5 Server /chassis/adapter/host-fc-if # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
（注）

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。

例
次に、アダプタ 1 の vHBA を作成する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # create host-fc-if Vhba5
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# commit
New host-fc-if settings will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-fc-if #

次のタスク
• サーバをリブートして vHBA を作成します。
• 設定の変更が必要な場合は、vHBA のプロパティの変更 （190 ページ）の説明に従って、
新しい vHBA を設定します。

vHBA の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
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（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # delete host-fc-if
name

指定された vHBA を削除します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

（注）

（注）

2 つのデフォルトの vHBA で
ある [fc0] または [fc1] は削除
できません。

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。

例
次に、アダプタ 1 の vHBA を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope
Server /chassis/adapter
Server /chassis/adapter
Server /chassis/adapter

adapter 1
# delete host-fc-if Vhba5
*# commit
#

vHBA ブート テーブル
vHBA ブート テーブルには、サーバがブート可能な LUN を 4 つまで指定できます。

ブート テーブルの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # scope host-fc-if
{fc0 | fc1 | name}

指定した vHBA に対してホスト ファイ
バ チャネル インターフェイス コマンド
モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter/host-fc-if # show
boot

ファイバ チャネル インターフェイスの
ブート テーブルを表示します。

例
次に、vHBA のブート テーブルを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # show boot
Boot Table Entry Boot Target WWPN
Boot LUN ID
----------------- -------------------------- -----------0
20:00:00:11:22:33:44:55
3
1
20:00:00:11:22:33:44:56
5
Server /chassis/adapter/host-fc-if #

ブート テーブル エントリの作成
最大 4 個のブート テーブル エントリを作成できます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 Server /chassis/adapter # scope host-fc-if
{fc0 | fc1 | name}

指定した vHBA に対してホスト ファイ
バ チャネル インターフェイス コマンド
モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter/host-fc-if #
create-boot-entry wwpn lun-id

ブート テーブル エントリを作成しま
す。
• wwpn — hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh の形
式でブート ターゲットの ワールド
ワイドポート名 (WWPN)。
• lun-id —ブート LUN の LUN ID。指
定できる範囲は 0 ～ 255 です。

ステップ 5 Server /chassis/adapter/host-fc-if # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
（注）

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。

例
次に、vHBA fc1 のブート テーブル エントリを作成する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # create-boot-entry 20:00:00:11:22:33:44:55 3
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# commit
New boot table entry will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-fc-if #

ブート テーブル エントリの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # scope host-fc-if
{fc0 | fc1 | name}

指定した vHBA に対してホスト ファイ
バ チャネル インターフェイス コマンド
モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter/host-fc-if # show
boot

ブート テーブルを表示します。ブート
テーブル エントリ フィールドから、削
除するエントリの番号を探します。

ステップ 5 Server /chassis/adapter/host-fc-if # delete
boot entry

テーブルの指定した位置からブートテー
ブル エントリを削除します。entry の範
囲は 0 ～ 3 です。変更は、サーバを次に
リセットしたときに有効になります。

ステップ 6 Server /chassis/adapter/host-fc-if # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
（注）

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。

例
次に、vHBA fc1 のブート テーブル エントリ番号 1 を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # show boot
Boot Table Entry Boot Target WWPN
Boot LUN ID
----------------- -------------------------- -----------0
20:00:00:11:22:33:44:55
3
1
20:00:00:11:22:33:44:56
5
Server /chassis/adapter/host-fc-if # delete boot 1
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# commit
New host-fc-if settings will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-fc-if # show boot
Boot Table Entry Boot Target WWPN
Boot LUN ID
----------------- -------------------------- -----------0
20:00:00:11:22:33:44:55
3
Server /chassis/adapter/host-fc-if #
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次のタスク
サーバをリブートして変更内容を適用します。

vHBA の永続的なバインディング
永続的なバインディングは、システムによって割り当てられたファイバ チャネル ターゲット
のマッピングがリブート後も維持されることを保証します。

永続的なバインディングのイネーブル化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # scope host-fc-if
{fc0 | fc1 | name}

指定した vHBA に対してホスト ファイ
バ チャネル インターフェイス コマンド
モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
perbi

vHBA の永続的なバインディングのコマ
ンド モードを開始します。

ステップ 5 Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # set vHBA の永続的なバインディングをイ
persistent-lun-binding enable
ネーブルにします。
ステップ 6 Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、vHBA の永続的なバインディングをイネーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 4
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope perbi
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Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # set persistent-lun-binding enable
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi *# commit
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #

永続的なバインディングのディセーブル化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # scope host-fc-if
{fc0 | fc1 | name}

指定した vHBA に対してホスト ファイ
バ チャネル インターフェイス コマンド
モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
perbi

vHBA の永続的なバインディングのコマ
ンド モードを開始します。

ステップ 5 Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # set vHBA の永続的なバインディングをディ
persistent-lun-binding disable
セーブルにします。
ステップ 6 Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、vHBA の永続的なバインディングをディセーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 4
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope perbi
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # set persistent-lun-binding disable
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi *# commit
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
204

ネットワーク アダプタの管理
永続的なバインディングの再構築

永続的なバインディングの再構築
始める前に
vHBA のプロパティで永続的なバインディングをイネーブルにする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # scope host-fc-if
{fc0 | fc1 | name}

指定した vHBA に対してホスト ファイ
バ チャネル インターフェイス コマンド
モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope
perbi

vHBA の永続的なバインディングのコマ
ンド モードを開始します。

ステップ 5 Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
rebuild

vHBA の永続的なバインディング テー
ブルを再構築します。

例
次に、vHBA の永続的なバインディング テーブルを再構築する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 4
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope perbi
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # rebuild
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
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vNIC の管理
vNIC 管理のガイドライン
vNIC を管理する場合は、次のガイドラインと制限事項を考慮してください。
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カードには、デフォルトで 2 個の vHBA と 2 個の vNIC
が用意されています。これらのアダプタ カードに最大 14 個の vHBA または vNIC を追加
作成できます。
Cisco UCS 1455 および 1457 仮想インターフェイス カードは、非ポート チャネル モード
で、デフォルトで 4 個の vHBAs と4 個の Vhbas を提供します。これらのアダプタ カード
に最大 10 個の vHBA または vNICs を追加作成できます。

（注）

アダプタに対してネットワークインターフェイスの仮想化（NIV）
モードがイネーブルになっている場合、vNIC を作成するときに
チャネル番号を割り当てる必要があります。

• 設定の変更後は、その設定を有効にするためにホストをリブートする必要があります。
Cisco C シリーズ サーバは、パケット転送に Remote Direct Memory Access（RDMA）over
Converged Ethernet（RoCE）を使用します。RoCE では、RDMA over InfiniBand と同様のメカニ
ズムをベースにイーサネットでの RDMA 実行メカニズムを定義しています。ただし、低遅延、
低 CPU 使用率、およびネットワーク帯域幅の高利用率というパフォーマンス指向の特性を伴
う RoCE は、従来のネットワーク ソケット実装よりも優れたパフォーマンスを提供します。
RoCE は、ネットワークで大量のデータを極めて効率的に移動するという要件を満たします。
vNIC のパフォーマンスを向上させるには、Cisco UCS Manager で RoCE ファームウェアに次の
設定パラメータを指定する必要があります。
• キュー ペア
• メモリ領域
• リソース グループ
RoCE を搭載した SMB ダイレクトのガイドラインと制約事項
• RoCE を搭載した Microsoft SMB ダイレクトは次でサポートされています。
• Windows 2012 R2。
• Windows 2016。
• Cisco UCS C シリーズ サーバでは、RoCE 対応 vNIC をアダプタごとに 4 つまでしかサポー
トしません。
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• Cisco UCS C シリーズ サーバでは、NVGRE、VXLAN、VMQ、または usNIC での RoCE を
サポートしません。
• アダプタごとのキュー ペアの最大数は 8192 個です。
• アダプタごとのメモリ領域の最大数は 524288 個です。
• シスコのアダプタ間では、RoCE 設定がサポートされています。シスコのアダプタとサー
ドパーティ製のアダプタ間の相互運用性はサポートされていません。

重要

RDMA トラフィック パス内のスイッチでドロップなし QOS ポリシーの設定を構成する必要が
あります。

vNIC のプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # show host-eth-if
[eth0 | eth1 | name] [detail]

指定した単一の vNIC またはすべての
vNIC のプロパティを表示します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter # show ext-eth-if
[detail]

外部イン―サネット インターフェイス
の詳細を表示します。

例
次に、すべての vNIC の簡単なプロパティと、eth0 および外部インターフェイスの詳
細なプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # show host-eth-if
Name
MTU Uplink Port MAC Address
CoS VLAN PXE Boot iSCSI Boot usNIC
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----- ----- ----------eth0
1500 0
eth1
1500 1
srg
1500 0
hhh
1500 0

------------ --74:A2:E6:28:C6:AE
74:A2:E6:28:C6:AF
74:A2:E6:28:C6:B2
74:A2:E6:28:C6:B3

------------ --------------N/A N/A disabled disabled
N/A N/A disabled disabled
N/A N/A disabled disabled
N/A N/A disabled disabled

-----0
0
64
0

Server /chassis/adapter # show host-eth-if eth0 detail
Name eth0:
MTU: 1500
Uplink Port: 0
MAC Address: 00:22:BD:D6:5C:33
CoS: 0
Trust Host CoS: disabled
PCI Link: 0
PCI Order: ANY
VLAN: NONE
VLAN Mode: TRUNK
Rate Limiting: OFF
PXE Boot: disabled
iSCSI Boot: disabled
usNIC: 0
Channel Number: N/A
Port Profile: N/A
Uplink Failover: disabled
Uplink Failback Timeout: 5
aRFS: disabled
VMQ: disabled
NVGRE: disabled
VXLAN: disabled
RDMA Queue Pairs: 1
RDMA Memory Regions: 4096
RDMA Resource Groups: 1
CDN Name: VIC-1-eth0
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # show ext-eth-if
Port MAC Address
Link State Encap.. Mode
Connector Present Connector Supported
---- ----------------- ---------- ---------------------------- ------------------0
74:A2:E6:28:C6:A2 Link
CE
Yes
Yes
1
74:A2:E6:28:C6:A3 Link
CE
Yes
Yes

Admin Speed Oper..Speed

Link Training

----------- ------------- ------------40Gbps

40Gbps

N/A

40Gbps

40Gbps

N/A

Server /chassis/adapter # show ext-eth-if detail
C220-FCH1834V23X /chassis/adapter # show ext-eth-if detail
Port 0:
MAC Address: 74:A2:E6:28:C6:A2
Link State: Link
Encapsulation Mode: CE
Admin Speed: 40Gbps
Operating Speed: 40Gbps
Link Training: N/A
Connector Present: Yes
Connector Supported: Yes
Connector Type: QSFP_XCVR_CR4
Connector Vendor: CISCO
Connector Part Number: 2231254-3
Connector Part Revision: B
Port 1:
MAC Address: 74:A2:E6:28:C6:A3

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
208

ネットワーク アダプタの管理
vNIC のプロパティの変更

Link State: Link
Encapsulation Mode: CE
Admin Speed: 40Gbps
Operating Speed: 40Gbps
Link Training: N/A
Connector Present: Yes
Connector Supported: Yes
Connector Type: QSFP_XCVR_CR4
Connector Vendor: CISCO
Connector Part Number: 2231254-3
Connector Part Revision: B

Server /chassis/adapter #

vNIC のプロパティの変更
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # show adapter

（任意）使用可能なアダプタ デバイス
を表示します。

ステップ 3

Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 4

Server /chassis/adapter # scope host-eth-if 指定した vNIC に対してホスト イーサ
{eth0 | eth1 | name}
ネット インターフェイス コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 5

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
mtu mtu-value

vNIC で受け入れられる Maximum
Transmission Unit（MTU）またはパケッ
ト サイズを指定します。有効な MTU
値は 1500 ～ 9000 バイトです。デフォ
ルトは 1500 です。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
uplink {0 | 1}

この vNIC に関連付けられているアッ
プリンク ポートを指定します。この
vNIC に対するすべてのトラフィック
は、このアップリンク ポートを通過し
ます。

ステップ 7

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
mac-addr mac-addr

hh:hh:hh:hh:hh:hh または hhhh:hhhh:hhhh
の形式で vNIC の MAC アドレスを指定
します。

ステップ 8

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set cos 受信パケットにマークされるサービス
cos-value
クラス（CoS）値を指定します。この
設定は、vNIC がホスト CoS を信頼す
るように設定されていない場合に限り
有効です。有効な CoS 値は 0 ～ 6 で
す。デフォルトは 0 です。値が大きい
ほど重要なトラフィックであることを
意味します。
（注）

• RDMAが有効になってい
るインターフェイスの 5
分、COS値を設定する必
要があります。
• NIV がイネーブルの場
合、この設定はスイッチ
によって決定され、コマ
ンドは無視されます。

ステップ 9

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
trust-host-cos {disable | enable}

vNIC がホスト CoS を信頼するか、パ
ケットを再マーキングするかを指定し
ます。動作は次のようになります。
• disable ：受信パケットは設定済み
CoS と再マーキングされます。こ
れはデフォルトです。
• enable ：インバウンド パケット
（ホスト CoS）の既存の CoS 値が
保持されます。

ステップ 10

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
order {any | 0-99}

PCI バスのデバイス番号割り当てにつ
いて、このデバイスの相対順序を指定
します。デフォルトは any です。
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Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
vlan {none | vlan-id}

この vNIC のデフォルトの VLAN を指
定します。有効な VLAN 番号は 1 ～
4094 です。デフォルトは none です。
（注）

ステップ 12

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
vlan-mode {access | trunk}

NIV がイネーブルの場合、こ
の設定はスイッチによって決
定され、コマンドは無視され
ます。

vNIC に VLAN モードを指定します。
次のモードがあります。
• access ：vNIC は 1 つの VLAN だけ
に属します。VLAN がアクセス
モードに設定されている場合、
TAG 付きのスイッチから受信され
た、指定のデフォルトの VLAN
（1-4094）から受信されるフレー
ムは、vNIC 経由でホスト OS に送
信されるときにその TAG を削除し
ます。
• trunk ：vNIC は複数の VLAN に属
することができます。これはデ
フォルトです。
（注）

ステップ 13

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
rate-limit {off | rate}

NIV がイネーブルの場合、こ
の設定はスイッチによって決
定され、コマンドは無視され
ます。

vNIC の最大データ レートを指定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 10000 Mbps
です。デフォルトは off です。
VIC 13xx コントローラの場合、1 ～
40,000 の整数を入力できます。
VIC 1455 および 1457 コントローラの
場合:
• アダプタがスイッチ上の 25 Gbps
リンクに接続されている場合は、
1 ~ 25000 Mbps の整数を入力でき
ます。
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目的
• アダプタがスイッチ上の 10 Gbps
リンクに接続されている場合は、
1 ~ 10000 Mbps の整数を入力でき
ます。
VIC 1495 および 1497 コントローラの
場合:
• アダプタがスイッチ上の 40 Gbps
リンクに接続されている場合は、
1 ~ 40,000 Mbps の整数を入力でき
ます。
• アダプタがスイッチ上の 100 Gbps
リンクに接続されている場合は、
1 ~ 100,000 Mbps の整数を入力でき
ます。
（注）

NIV がイネーブルの場合、こ
の設定はスイッチによって決
定され、コマンドは無視され
ます。

ステップ 14

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
boot {disable | enable}

vNIC を使用して PXE ブートを実行す
るかどうかを指定します。デフォルト
では、2 つのデフォルト vNIC に対して
はイネーブル、ユーザ作成の vNIC に
対してはディセーブルです。

ステップ 15

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
channel-number number

アダプタに対して NIV モードがイネー
ブルである場合、この vNIC に割り当
てられるチャネル番号を選択します。
指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。

ステップ 16

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
port-profile name

アダプタに対して NIV モードがイネー
ブルである場合、vNIC に関連付けられ
るポート プロファイルを選択します。
（注）

ステップ 17

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
uplink-failover {disable | enable}

name は、このサーバが接続
されているスイッチに定義さ
れているポートプロファイル
である必要があります。

アダプタに対して NIV モードがイネー
ブルである場合、通信問題が発生した
ときにこの vNIC 上のトラフィックが
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目的
セカンダリ インターフェイスにフェー
ルオーバーするようにするには、この
設定をイネーブルにします。

ステップ 18

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
uplink-failback-timeout seconds

セカンダリ インターフェイスを使用し
て vNIC が始動した後、その vNIC のプ
ライマリ インターフェイスが再びシス
テムで使用されるには、プライマリ イ
ンターフェイスが一定時間使用可能な
状態になっている必要があり、その時
間の長さをこの設定で制御します。
seconds に 0 ～ 600 の範囲の秒数を入力
します。

ステップ 19

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
vmq {disabled | enabled}

このアダプタに対して仮想マシン
キュー（VMQ）をイネーブルまたは
ディセーブルにします。
（注）

• SR-IOV またはネットフ
ローがアダプタでイネー
ブルになっている場合
は、VMQ をイネーブル
にしないでください。
• このオプションは、1455
または 1457 アダプタを
備えたいくつかの Cisco
UCS C-シリーズ サーバ
でのみ使用できます。

ステップ 20

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
multi-queue {disabled | enabled}

このアダプタのマルチ キュー オプショ
ンを有効または無効にして、次のマル
チ キュー パラメータを設定することが
できます。
• mq-rq-count—割り当てる受信
キュー リソースの数。1 ～ 1000 の
整数を入力します。
• mq-wq-count—割り当てる送信
キュー リソースの数。1 ～ 1000 の
整数を入力します。
• mq-cq-count—割り当てる完了
キュー リソースの数。通常、割り
当てなければならない完了キュー
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リソースの数は、送信キュー リ
ソースの数に受信キュー リソース
の数を加えたものと等しくなりま
す。1 ～ 2000 の整数を入力しま
す。
（注）

• マルチ キューは、14xx
アダプタを備えた
C-Seriesサーバでのみサ
ポートされます。
• このオプションを有効に
するには、VMQ が有効
な状態である必要があり
ます。
• いずれか 1 つの vNIC で
このオプションを有効に
すると、他の vNIC での
VNQ のみの設定（マル
チキューを選択しない）
はサポートされません。
• このオプションを有効に
すると、usNIC の設定は
無効になります。

ステップ 21

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set
arfs {disable | enable}

ステップ 22

Server /chassis/adapter/host-eth-if # scope 割り込みコマンド モードを開始しま
interrupt
す。

ステップ 23

Server /chassis/adapter/host-eth-if/interrupt 割り込みリソースの数を指定します。
# set interrupt-count count
指定できる値の範囲は 1 ～ 514 です。
デフォルトは 8 です。通常は、完了
キューごとに 1 つの割り込みリソース
を割り当てる必要があります。

ステップ 24

Server /chassis/adapter/host-eth-if/interrupt 割り込み間の待機時間、または割り込
# set coalescing-time usec
みが送信される前に必要な休止期間。

このアダプタに対して Accelerated
Receive Flow ステアリング（aRFS）を
イネーブルまたはディセーブルにしま
す。

指定できる範囲は 1 ～ 65535 ミリ秒で
す。デフォルト値は 125 ミリ秒です。
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目的
調停をオフにするには、0（ゼロ）を入
力します。

ステップ 25

Server /chassis/adapter/host-eth-if/interrupt 調停には次のタイプがあります。
# set coalescing-type {idle | min}
• idle ：アクティビティなしの期間
が少なくとも調停時間設定に指定
された時間内は、システムから割
り込み送信されません。
• min ：システムは、別の割り込み
イベントを送信する前に、調停時
間設定に指定された時間だけ待機
します。これはデフォルトです。

ステップ 26

Server /chassis/adapter/host-eth-if/interrupt イーサネット割り込みモードを指定し
# set interrupt-mode {intx | msi | msix} ます。次のモードがあります。
• intx ：ラインベースの割り込み
（PCI INTx）
• msi ：メッセージ シグナル割り込
み（MSI）
• msix ：機能拡張されたメッセージ
シグナル割り込み（MSI-X）。こ
れは推奨オプションであり、デ
フォルトになっています。

ステップ 27

Server /chassis/adapter/host-eth-if/interrupt ホスト イーサネット インターフェイス
# exit
コマンド モードを終了します。

ステップ 28

Server /chassis/adapter/host-eth-if # scope 受信キューのコマンド モードを開始し
recv-queue
ます。

ステップ 29

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/recv-queue #
set rq-count count

割り当てる受信キュー リソースの数。
指定できる値の範囲は 1 ～ 256 です。
デフォルトは 4 です。

ステップ 30

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/recv-queue #
set rq-ring-size size

受信キュー内の記述子の数。指定でき
る値の範囲は 64 ～ 4094 です。デフォ
ルトは 512 です。

ステップ 31

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/recv-queue #
exit

ホスト イーサネット インターフェイス
コマンド モードを終了します。
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ステップ 32

Server /chassis/adapter/host-eth-if # scope 送信キューのコマンド モードを開始し
trans-queue
ます。

ステップ 33

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/trans-queue #
set wq-count count

割り当てる送信キュー リソースの数。
指定できる範囲は 1 ～ 256 です。デ
フォルト値は 1 です。

ステップ 34

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/trans-queue #
set wq-ring-size size

送信キュー内の記述子の数。指定でき
る値の範囲は 64 ～ 4094 です。デフォ
ルトは 256 です。

ステップ 35

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/trans-queue #
exit

ホスト イーサネット インターフェイス
コマンド モードを終了します。

ステップ 36

Server /chassis/adapter/host-eth-if # scope 完了キューのコマンド モードを開始し
comp-queue
ます。

ステップ 37

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/comp-queue #
set cq-count count

割り当てる完了キュー リソースの数。
指定できる値の範囲は 1 ～ 512 です。
デフォルトは 5 です。
一般に、完了キューの数は、送信
キューの数と受信キューの数の合計と
等しくなります。

ステップ 38

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/comp-queue #
exit

ホスト イーサネット インターフェイス
コマンド モードを終了します。

ステップ 39

Server /chassis/adapter/host-eth-if/ # set
rdma_mrnumber

アダプタごとに使用するメモリ領域の
数を設定します。値の範囲は 4096 ～
524288 です。

ステップ 40

Server /chassis/adapter/host-eth-if/ # set
rdma_qpnumber

アダプタごとに使用するキュー ペアの
数を設定します。値の範囲は 1 ～ 8192
のキュー ペアです。

ステップ 41

Server /chassis/adapter/host-eth-if/ # set
rdma_resgrpnumber

使用するリソース グループの数を設定
します。値の範囲は 1 ～ 128 のリソー
ス グループです。
（注）

RoCE の詳細をコミットした
ら、サーバをリブートして変
更を反映させる必要がありま
す。
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ステップ 42

Server /chassis/adapter/host-eth-if # scope TCP オフロードのコマンド モードを開
offload
始します。

ステップ 43

Server /chassis/adapter/host-eth-if/offload 次のように、TCP セグメンテーション
# set tcp-segment-offload {disable |
オフロードをイネーブルまたはディ
enable}
セーブルにします。
• disable ：CPU は大きな TCP パケッ
トをセグメント化します。
• enable ：大きい TCP パケットは、
CPU からハードウェアに送信され
て分割されます。このオプション
により、CPU のオーバーヘッドが
削減され、スループット率が向上
する可能性があります。これはデ
フォルトです。
（注）

ステップ 44

このオプションは、Large
Send Offload（LSO）とも呼ば
れています。

Server /chassis/adapter/host-eth-if/offload 次のように、TCP 受信オフロードの
# set tcp-rx-checksum-offload {disable チェックサム検証をイネーブルまたは
| enable}
ディセーブルにします。
• disable ：CPU はすべてのパケット
チェックサムを検証します。
• enable ：CPU はすべてのパケット
チェックサムを検証のためにハー
ドウェアに送信します。このオプ
ションにより、CPU のオーバー
ヘッドが削減される可能性があり
ます。これはデフォルトです。

ステップ 45

Server /chassis/adapter/host-eth-if/offload 次のように、TCP 送信オフロードの
# set tcp-tx-checksum-offload {disable | チェックサム検証をイネーブルまたは
enable}
ディセーブルにします。
• disable ：CPU はすべてのパケット
チェックサムを検証します。
• enable ：CPU はすべてのパケット
チェックサムを検証のためにハー
ドウェアに送信します。このオプ
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ションにより、CPU のオーバー
ヘッドが削減される可能性があり
ます。これはデフォルトです。

ステップ 46

Server /chassis/adapter/host-eth-if/offload 次のように、TCP 大きなパケット受信
# set tcp-large-receive-offload {disable オフロードをイネーブルまたはディ
| enable}
セーブルにします。
• disable ：CPU はすべての大きなパ
ケットを処理します。
• enable ：すべての分割パケット
は、CPU に送信される前にハード
ウェアによって再構築されます。
このオプションにより、CPU の使
用率が削減され、インバウンドの
スループットが増加する可能性が
あります。これはデフォルトで
す。

ステップ 47

Server /chassis/adapter/host-eth-if/offload ホスト イーサネット インターフェイス
# exit
コマンド モードを終了します。

ステップ 48

Server /chassis/adapter/host-eth-if # scope Receive Side Scaling（RSS）のコマンド
rss
モードを開始します。

ステップ 49

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # set マルチプロセッサ システム内でネット
rss {disable | enable}
ワーク受信処理の複数の CPU への効率
的な配分を可能にする RSS をイネーブ
ルまたはディセーブルにします。デ
フォルトでは、2 つのデフォルト vNIC
に対してはイネーブル、ユーザ作成の
vNIC に対してはディセーブルです。

ステップ 50

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # set IPv4 RSS をイネーブルまたはディセー
rss-hash-ipv4 {disable | enable}
ブルにします。デフォルトはイネーブ
ルです。

ステップ 51

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # set TCP/IPv4 RSS をイネーブルまたはディ
rss-hash-tcp-ipv4 {disable | enable}
セーブルにします。デフォルトはイ
ネーブルです。

ステップ 52

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # set IPv6 RSS をイネーブルまたはディセー
rss-hash-ipv6 {disable | enable}
ブルにします。デフォルトはイネーブ
ルです。
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ステップ 53

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # set TCP/IPv6 RSS をイネーブルまたはディ
rss-hash-tcp-ipv6 {disable | enable}
セーブルにします。デフォルトはイ
ネーブルです。

ステップ 54

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # set IPv6 拡張 RSS をイネーブルまたはディ
rss-hash-ipv6-ex {disable | enable}
セーブルにします。デフォルトはディ
セーブルです。

ステップ 55

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # set TCP/IPv6 拡張 RSS をイネーブルまたは
rss-hash-tcp-ipv6-ex {disable | enable} ディセーブルにします。デフォルトは
ディセーブルです。

ステップ 56

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # exit ホスト イーサネット インターフェイス
コマンド モードを終了します。

ステップ 57

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
commit

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。
（注）

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。

例
次の例では、vNIC のプロパティを設定しています。
Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
PCI Slot Product Name
Serial Number Product ID
Vendor
-------- -------------- -------------- -------------- -------------------1
UCS VIC P81E
QCI1417A0QK
N2XX-ACPCI01
Cisco Systems Inc
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server

/chassis # scope adapter 1
/chassis/adapter # scope host-eth-if Test1
/chassis/adapter/host-eth-if # set uplink 1
/chassis/adapter/host-eth-if # set vmq enabled
/chassis/adapter/host-eth-if # set multi-queue enabled
/chassis/adapter/host-eth-if # enable arfs
/chassis/adapter/host-eth-if *# scope offload
/chassis/adapter/host-eth-if/offload *# set tcp-segment-offload enable
/chassis/adapter/host-eth-if/offload *# exit
/chassis/adapter/host-eth-if *# commit
/chassis/adapter/host-eth-if #

次のタスク
サーバをリブートして変更内容を適用します。
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外部イーサネット インターフェイスでのリンク トレーニングの有効
化または無効化
指定した vNIC の外部イーサネット インターフェイス上のポート ファイルのリンク トレーニ
ングを有効または無効にすることができます。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show adapter

（任意）使用可能なアダプタ デバイス
を表示します。

ステップ 3 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 4 Server /chassis / adapter # scope ext-eth-if 指定した vNIC に対して外部イーサネッ
0 | 1 name
ト インターフェイス コマンド モードを
開始します。
ステップ 5 Server /chassis / adapter / ext-eth-if # set
link-training on | off

指定した vNIC に対するリンク トレーニ
ングを有効または無効にします。

ステップ 6 Server /chassis / adapter / ext-eth-if * #
commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、外部イーサネット インターフェイスでのリンク トレーニングを有効または無効
にする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1
Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set link-training on
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Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] y
Port 1:
MAC Address: 74:A2:E6:28:C6:A3
Link State: Link
Encapsulation Mode: CE
Admin Speed: 40Gbps
Operating Speed: Link Training: N/A
Connector Present: Yes
Connector Supported: Yes
Connector Type: QSFP_XCVR_CR4
Connector Vendor: CISCO
Connector Part Number: 2231254-3
Connector Part Revision: B
Server /chassis/adapter/ext-eth-if

外部イーサネット インターフェイスの管理 FEC モードの設定
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # show adapter

（任意）使用可能なアダプタ デバイス
を表示します。

ステップ 3 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 4 Server /chassis / adapter # scope ext-eth-if 指定した vNIC に対して外部イーサネッ
{0 | 1 name}
ト インターフェイス コマンド モードを
開始します。
ステップ 5 Server /chassis / adapter / ext-eth-if # set
admin-fec-mode {Auto | cl74 | cl91 | off}

Admin FEC モードを設定します。デフォ
ルト値は Auto です。

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
221

ネットワーク アダプタの管理
vNIC の作成

コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 6 Server /chassis / adapter / ext-eth-if * #
commit

FEC モードは、25 G リンク速
度に対してのみ適用されま
す。14xx アダプタでは、アダ
プタに設定された FEC モード
はスイッチの FEC モードと一
致している必要があります。
そうしないと、リンクは機能
しません。

プロンプトで y を選択します。トラン
ザクションをシステムの設定にコミット
します。

例
この例は、外部のイーサネット インターフェイスで Admin FEC モードを設定する方法
を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1
Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74
Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit
Changes to the network settings will be applied immediately.
You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.
Do you wish to continue? [y/N] y
Port 1:
MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58
Link State: LinkDown
Encapsulation Mode: CE
Admin Speed: Auto
Operating Speed: Link Training: N/A
Admin FEC Mode: cl74
Operating FEC Mode: Off
Connector Present: NO
Connector Supported: N/A
Connector Type: N/A
Connector Vendor: N/A
Connector Part Number: N/A
Connector Part Revision: N/A
Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

vNIC の作成
アダプタは、永続的な vNIC を 2 つ提供します。追加の vNIC を 16 個まで作成できます。
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始める前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # create host-eth-if vNIC を作成し、ホストのイーサネット
name
インターフェイスのコマンド モードを
開始します。name 引数には最大 32 文字
の ASCII 文字を使用できます。
ステップ 4 （任意） Server /chassis/adapter/host-eth-if アダプタで NIV モードがイネーブルに
# set channel-number number
なっている場合、この vNIC にチャネル
番号を割り当てる必要があります。指定
できる範囲は 1 ～ 1000 です。
ステップ 5 Server /chassis/adapter/host-eth-if # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
（注）

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。

例
次に、アダプタ 1 の vNIC を作成する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # create host-eth-if Vnic5
Server /chassis/adapter/host-eth-if *# commit
New host-eth-if settings will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-eth-if #
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vNIC の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # delete host-eth-if 指定された vNIC を削除します。
name
（注） デフォルトの 2 つの vNIC
（[eth0] と [eth1]）は、どちら
も削除することはできませ
ん。
ステップ 4 Server /chassis/adapter # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
（注）

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。

例
次に、アダプタ 1 の vNIC を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope
Server /chassis/adapter
Server /chassis/adapter
Server /chassis/adapter

adapter 1
# delete host-eth-if Vnic5
*# commit
#
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Cisco IMC CLI を使用した Cisco usNIC の作成
（注）

[usNIC のプロパティ（usNIC properties）] ダイアログボックスには、Cisco usNIC の複数のプロ
パティが一覧表示されますが、次のプロパティのみを設定する必要があります。その他のプロ
パティは現在使用されていません。
• cq-count
• rq-count
• tq-count
• usnic-count

始める前に
このタスクを実行するには、管理者権限で Cisco IMC CLI にログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

server/chassis# scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
がオンであることを確認しま
す。サーバに設定されたアダ
プタのインデックスを表示す
るには、show adapter コマン
ドを使用します。

ステップ 3

server/chassis/adapter# scope host-eth-if
{eth0 | eth1}

vNIC のコマンド モードを開始します。
お客様の環境に設定された vNIC の数
に基づいてイーサネット ID を指定しま
す。たとえば、1 個の vNIC のみを設定
した場合、eth0 を指定します。

ステップ 4

server/chassis/adapter/host-eth-if# create
usnic-config 0

usNIC config を作成します。続いて、
コマンド モードを開始します。イン
デックス値を必ず 0 に設定してくださ
い。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5

Cisco IMC CLI を使用して特
定の vNIC に初めて Cisco
usNIC を作成するには、
usnic-config を最初に作成す
る必要があります。その後、
usnic-config にスコープして、
Cisco usNIC のプロパティを
変更するだけで十分です。
Cisco usNIC プロパティの変
更の詳細については、Cisco
IMC CLI を使用した Cisco
usNIC 値の変更 （228 ペー
ジ）を参照してください。

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# 割り当てる完了キュー リソースの数を
set cq-count count
指定します。この値を 6 に設定するこ
とを推奨します。
完了キューの数は、送信キューの数と
受信キューの数の合計と等しくなりま
す。

ステップ 6

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# 割り当てる受信キュー リソースの数を
set rq-count count
指定します。この値を 6 に設定するこ
とを推奨します。

ステップ 7

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# 割り当てる送信キュー リソースの数を
set tq-count count
指定します。この値を 6 に設定するこ
とを推奨します。

ステップ 8

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# 作成する Cisco usNIC の数を指定しま
set usnic-count number of usNICs .
す。サーバで実行されている各 MPI プ
ロセスには、専用の Cisco usNIC が必
要です。したがって、64 の MPI プロセ
スを同時に実行させるには、最大 64 の
Cisco usNIC を作成する必要がある場合
があります。Cisco usNIC 対応 vNIC ご
とに、サーバの物理コアの数と同数の
Cisco usNIC を最低限作成することを推
奨します。たとえば、サーバに 8 つの
物理コアがある場合は、8 つの Cisco
usNIC を作成します。

ステップ 9

server/chassis/adapter/host-eth-if
/usnic-config# commit

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

変更はサーバのリブート時に
有効になります。

ステップ 10

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# ホスト イーサネット インターフェイス
exit
コマンド モードを終了します。

ステップ 11

server/chassis/adapter/host-eth-if# exit

アダプタ インターフェイス コマンド
モードを終了します。

ステップ 12

server/chassis/adapter# exit

シャーシ インターフェイス コマンド
モードを終了します。

ステップ 13

server/chassis# exit

サーバ インターフェイス コマンド モー
ドを終了します。

ステップ 14

server# scope bios

Bios コマンド モードを開始します。

ステップ 15

server/bios# scope advanced

BIOS コマンド モードの高度な設定を
開始します。

ステップ 16

server/bios/advanced# set IntelVTD
Enabled

インテル バーチャライゼーション テク
ノロジーをイネーブルにします。

ステップ 17

server/bios/advanced# set ATS Enabled

プロセッサの Intel VT-d Address
Translation Services（ATS）のサポート
をイネーブルにします。

ステップ 18

server/bios/advanced# set
CoherencySupport Enabled

プロセッサの Intel VT-d coherency のサ
ポートをイネーブルにします。

ステップ 19

server /bios/advanced# commit

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。
（注）

変更はサーバのリブート時に
有効になります。

例
次の例は、Cisco usNIC プロパティの設定方法を示します。
Server
server
server
server
server
server
server
server

# scope chassis
/chassis # show adapter
/chassis # scope adapter 2
/chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
/chassis/adapter/host-eth-if # create usnic-config 0
/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config *# set usnic-count 64
/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config *# set cq-count 6
/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config *# set rq-count 6
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server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config *# set tq-count 6
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config *# commit
Committed settings will take effect upon the next server reset
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # exit
server /chassis/adapter/host-eth-if # exit
server /chassis/adapter # exit
server /chassis # exit
server # exit
server# scope bios
server /bios # scope advanced
server /bios/advanced # set IntelVTD Enabled
server /bios/advanced *# set ATS Enabled*
server /bios/advanced *# set CoherencySupport Enabled
server /bios/advanced *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N]y
A system reboot has been initiated.

Cisco IMC CLI を使用した Cisco usNIC 値の変更
始める前に
このタスクを実行するには、管理者権限で Cisco IMC GUI にログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

server/chassis# scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
がオンであることを確認しま
す。サーバに設定されたアダ
プタのインデックスを表示す
るには、show adapter コマン
ドを使用します。

ステップ 3

server/chassis/adapter# scope host-eth-if
{eth0 | eth1}

vNIC のコマンド モードを開始します。
お客様の環境に設定された vNIC の数
に基づいてイーサネット ID を指定しま
す。たとえば、1 個の vNIC のみを設定
した場合、eth0 を指定します。

ステップ 4

server/chassis/adapter/host-eth-if# scope
usnic-config 0

usNIC のコマンド モードを開始しま
す。Cisco usNIC を設定する場合は、イ
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コマンドまたはアクション

目的
ンデックス値を必ず 0 に設定してくだ
さい。

ステップ 5

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# 作成する Cisco usNIC の数を指定しま
set usnic-count number of usNICs .
す。サーバで実行されている各 MPI プ
ロセスには、専用の Cisco usNIC が必
要です。したがって、64 の MPI プロセ
スを同時に実行させるには、最大 64 の
Cisco usNIC を作成する必要がある場合
があります。Cisco usNIC 対応 vNIC ご
とに、サーバの物理コアの数と同数の
Cisco usNIC を最低限作成することを推
奨します。たとえば、サーバに 8 つの
物理コアがある場合は、8 つの usNIC
を作成します。

ステップ 6

server /chassis/adapter/host-eth-if
/usnic-config# commit

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。
（注）

変更はサーバのリブート時に
有効になります。

ステップ 7

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# ホスト イーサネット インターフェイス
exit
コマンド モードを終了します。

ステップ 8

server/chassis/adapter/host-eth-if# exit

アダプタ インターフェイス コマンド
モードを終了します。

ステップ 9

server/chassis/adapter# exit

シャーシ インターフェイス コマンド
モードを終了します。

ステップ 10

server/chassis# exit

サーバ インターフェイス コマンド モー
ドを終了します。

例
次の例は、Cisco usNIC プロパティの設定方法を示します。
server # scope chassis
server /chassis # show adapter
server /chassis # scope adapter 2
server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
server /chassis/adapter/host-eth-if # scope usnic-config 0
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # set usnic-count 32
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # commit
Committed settings will take effect upon the next server reset
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # exit
server /chassis/adapter/host-eth-if # exit
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server /chassis/adapter # exit
server /chassis # exit
server # exit

usNIC プロパティの表示
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
usNIC は vNIC 上で構成する必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # scope host-eth-if
{eth0 | eth1 | name}

指定した vNIC に対してホスト イーサ
ネット インターフェイス コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter/host-eth-if # show
usnic-config index

vNIC の usNIC プロパティを表示しま
す。

例
次の例は、vNIC の usNIC プロパティを表示する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
Server /chassis/adapter/host-eth-if # show usnic-config
Idx usNIC Count TQ Count RQ Count CQ Count TQ Ring Size
--- ----------- -------- -------- -------- -----------0
113
2
2
4
256
Server /chassis/adapter/host-eth-if #

0
RQ Ring Size Interrupt Count
------------ --------------512
4
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vNIC からの Cisco usNIC の削除
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限で Cisco IMC CLI にログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 server/chassis# scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
がオンであることを確認しま
す。サーバに設定されたアダ
プタのインデックスを表示す
るには、show adapter コマン
ドを使用します。

ステップ 3 server/chassis/adapter# scope host-eth-if
{eth0 | eth1}

vNIC のコマンド モードを開始します。
お客様の環境に設定された vNIC の数に
基づいてイーサネット ID を指定しま
す。たとえば、1 個の vNIC のみを設定
した場合、eth0 を指定します。

ステップ 4 Server/chassis/adapter/host-eth-if# delete
usnic-config 0

vNIC の Cisco usNIC 設定を削除します。

ステップ 5 Server/chassis/adapter/host-eth-if# commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
（注）

変更はサーバのリブート時に
有効になります。

例
次に、vNIC の Cisco usNIC 設定を削除する例を示します。
server # scope chassis
server/chassis # show adapter
server/chassis # scope adapter 1
server/chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
server/chassis/adapter/host-eth-if # delete usnic-config 0
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server/chassis/host-eth-if/iscsi-boot *# commit
New host-eth-if settings will take effect upon the next adapter reboot
server/chassis/host-eth-if/usnic-config #

iSCSI ブート機能の設定
vNIC の iSCSI ブート機能の設定
ラック サーバがスタンドアロン モードに設定されていて、VIC アダプタが Nexus 5000 および
Nexus 6000 スイッチ ファミリに直接接続されている場合は、iSCSI ストレージ ターゲットから
サーバがリモートでブートされるようにこれらの VIC アダプタを設定できます。ラック サー
バがリモート iSCSI ターゲット デバイスからホスト OS イメージをロードできるようにイーサ
ネット vNIC を設定できます。
vNIC で iSCSI ブート機能を設定する方法は、次のとおりです。
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• iSCSI ストレージ ターゲットからサーバをリモートでブートするように vNIC を設定する
には、vNIC の PXE ブート オプションをイネーブルにする必要があります。

（注）

ホストごとに最大 2 つの iSCSI vNIC を設定できます。

vNIC 上の iSCSI ブート機能の設定
ホストごとに最大 2 つの iSCSI vNIC を設定できます。
始める前に
• iSCSI ストレージ ターゲットからサーバをリモートでブートするように vNIC を設定する
には、vNIC の PXE ブート オプションをイネーブルにする必要があります。
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 3 Server /chassis/adapter # scope host-eth-if
{eth0 | eth1 | name}

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

指定した vNIC に対してホスト イーサ
ネット インターフェイス コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter/host-eth-if # create vNIC の iSCSI ブート インデックスを作
iscsi-boot index
成します。この時点では、0 だけがイン
デックスとして許可されます。
ステップ 5 Server /chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot* vNIC の iSCSI ターゲットを作成します。
# create iscsi-target index
値は 0 または 1 を指定できます。
ステップ 6 Server /chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot* iSCSI ブートの DHCP ネットワーク設定
# set dhcp-net-settings enabled
をイネーブルにします。
ステップ 7 Server /chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot* 発信側名を設定します。これは 223 文字
# set initiator-name string
以内である必要があります。
ステップ 8 Server /chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot* DHCP iSCSI 設定をイネーブルにしま
# set dhcp-iscsi-settings enabled
す。
ステップ 9 Server /chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot* トランザクションをシステムの設定にコ
# commit
ミットします。
（注）

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。

例
次に、vNIC の iSCSI ブート機能を設定する例を示します。
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server

# scope chassis
/chassis # scope adapter 1
/chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
/chassis/adapter/host-eth-if # create iscsi-boot 0
/adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# set dhcp-net-settings enabled
/adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# set initiator-name iqn.2012-01.com.adser:abcde
/adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# set dhcp-iscsi-settings enabled
/adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# commit

New host-eth-if settings will take effect upon the next server reset
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot #
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vNIC の iSCSI ブート設定の削除
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # scope host-eth-if
{eth0 | eth1 | name}

指定した vNIC に対してホスト イーサ
ネット インターフェイス コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/adapter/host-eth-if # delete
iscsi-boot 0

vNIC の iSCSI ブート機能を削除します。

ステップ 5 Server /chassis/adapter/host-eth-if* # commit トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
（注）

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。

例
次に、vNIC の iSCSI ブート機能を削除する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
Server /chassis/adapter/host-eth-if # delete iscsi-boot 0
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# commit
New host-eth-if settings will take effect upon the next server reset
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot #
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アダプタ設定のバックアップと復元
アダプタ設定のエクスポート
アダプタ設定は、XML ファイルとして TFTP サーバにエクスポートできます。

重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、アダ
プタ構成をエクスポートしないでください。

始める前に
サポートされた仮想インターフェイス カード（VIC）がシャーシに取り付けられ、サーバの電
源がオンである必要があります。
TFTP サーバの IP アドレスを取得します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

ステップ 3 Server /chassis/adapter # export-vnic プロ エクスポート操作を開始します。アダプ
タ コンフィギュレーション ファイル
トコル リモート サーバ IP アドレス
は、指定した IP アドレスにあるリモー
ト サーバ上に指定したパスとファイル
名で保存されます。プロトコルは次のい
ずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
235

ネットワーク アダプタの管理
アダプタ設定のインポート

コマンドまたはアクション

目的
• HTTP
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

例
次に、アダプタ 1 設定をエクスポートする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # export-vnic ftp 192.0.20.34 //test/dnld-ucs-k9-bundle.1.0.2h.bin
Server /chassis/adapter #

アダプタ設定のインポート
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、アダ
プタ構成をインポートしないでください。
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始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対して
コマンド モードを開始します。
（注）

ステップ 3 Server /chassis/adapter # import-vnic
tftp-ip-address path-and-filename

アダプタの設定を表示または
変更する前に、サーバの電源
をオンにしておく必要があり
ます。

インポート操作を開始します。アダプタ
は、指定された IP アドレスの TFTP サー
バから、指定されたパスの設定ファイル
をダウンロードします。この設定は、
サーバが次にリブートされたときにイン
ストールされます。

例
次に、PCI スロット 1 のアダプタの設定をインポートする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # import-vnic 192.0.2.34 /ucs/backups/adapter4.xml
Import succeeded.
New VNIC adapter settings will take effect upon the next server reset.
Server /chassis/adapter #

次のタスク
サーバをリブートして、インポートした設定を適用します。

アダプタのデフォルトの復元
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # adapter-reset-defaults
index

index 引数で指定された PCI スロット番
号のアダプタを出荷時の設定に復元しま
す。
（注）

アダプタをデフォルト設定に
リセットすると、ポート速度
が 4 X 10 Gbps に設定されま
す。40 Gbps スイッチを使用し
ている場合にのみ、ポート速
度として 40 Gbps を選択して
ください。

例
次に、PCI スロット 1 のアダプタのデフォルト設定を復元する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # adapter-reset-defaults 1
This operation will reset the adapter to factory default.
All your configuration will be lost.
Continue?[y|N] y
Server /chassis #

アダプタ ファームウェアの管理
アダプタ ファームウェア
Cisco UCS C シリーズ ネットワーク アダプタには、次のファームウェア コンポーネントが含
まれています。
• アダプタ ファームウェア — メインのオペレーティング ファームウェア（アクティブ イ
メージとバックアップ イメージで構成）は、Cisco IMC GUI または CLI インターフェイス
から、または Host Upgrade Utility（HUU）からインストールできます。ファームウェア イ
メージをローカル ファイル システムまたは TFTP サーバからアップロードできます。
• ブートローダ ファームウェア — ブートローダ ファームウェアは、Cisco IMC からインス
トールできません。このファームウェアは、Host Upgrade Utility を使用してインストール
できます。
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アダプタ ファームウェアのインストール
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、アダ
プタ ファームウェアをインストールしないでください。

始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server# scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # update-adapter-fw
指定したアダプタ ファームウェア ファ
tftp-ip-address path-and-filename {activate イルを TFTP サーバからダウンロード
| no-activate} [pci-slot] [pci-slot]
し、アダプタを指定した場合は 1 つまた
は 2 つの指定アダプタ上に、指定しな
かった場合にはすべてのアダプタ上にこ
のファームウェアをバックアップイメー
ジとしてインストールします。activate
キーワードを指定した場合、新しい
ファームウェアがインストール後にアク
ティブになります。
ステップ 3 （任意） Server /chassis #
アダプタを指定した場合には 1 つまたは
recover-adapter-update [pci-slot] [pci-slot] 2 つの指定アダプタについて、指定しな
い場合にはすべてのアダプタについて、
不完全なファームウェア アップデート
の状態をクリアします。

例
次に、PCI スロット 1 のアダプタ上のアダプタ ファームウェア アップグレードを開始
する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # update-adapter-fw 192.0.2.34 /ucs/adapters/adapter4.bin activate 1
Server /chassis #
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次のタスク
新しいファームウェアをアクティブにするには、アダプタ ファームウェアのアクティブ化 （
240 ページ）を参照してください。

アダプタ ファームウェアのアクティブ化
重要

アクティブ化の進行中は、次のことを行わないでください。
• サーバのリセット、電源切断、シャットダウン。
• Cisco IMCCisco IMC のリブートまたはリセット。
• 他のすべてのファームウェアをアクティブ化します。
• テクニカル サポート データまたは設定データをエクスポートします。

始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # activate-adapter-fw
pci-slot1 |2}

指定された PCI スロットのアダプタ上
のアダプタ ファームウェア イメージ 1
または 2 をアクティブ化します。
（注）

変更内容は次のサーバのリ
ブート時に有効になります。

例
次に、PCI スロット 1 のアダプタ上のアダプタ ファームウェア イメージ 2 をアクティ
ブにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # activate-adapter-fw 1 2
Firmware image activation suceeded
Please reset the server to run the activated image
Server /chassis #
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次のタスク
サーバをリブートして変更内容を適用します。
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この章は、次の項で構成されています。
• 未使用の物理ドライブからの仮想ドライブの作成 （244 ページ）
• 既存のドライブ グループからの仮想ドライブの作成 （246 ページ）
• トランスポート可能としての仮想ドライブの設定 （249 ページ）
• トランスポート可能としての仮想ドライブのクリア （251 ページ）
• 外部設定のインポート （252 ページ）
• 外部設定のクリア （253 ページ）
• JBOD の有効化と無効化 （254 ページ）
• ブート ドライブのクリア （255 ページ）
• コントローラのストレージ ファームウェア ログの取得 （256 ページ）
• 自己暗号化ドライブ（フル ディスク暗号化） （257 ページ）
• 仮想ドライブの削除 （265 ページ）
• 仮想ドライブの初期化 （266 ページ）
• ブート ドライブとしての設定 （267 ページ）
• 仮想ドライブの編集 （268 ページ）
• 仮想ドライブの属性の変更 （269 ページ）
• 専用ホット スペアの作成 （270 ページ）
• グローバル ホット スペアの作成 （271 ページ）
• 削除するドライブの準備 （272 ページ）
• 物理ドライブのステータスの切り替え （273 ページ）
• コントローラのブート ドライブとしての物理ドライブの設定 （275 ページ）
• ホット スペア プールからのドライブの削除 （276 ページ）
• 削除するドライブの準備の取り消し （277 ページ）
• バッテリ バックアップ ユニットの自動学習サイクルのイネーブル化 （278 ページ）
• バッテリ バックアップ ユニットの自動学習サイクルのディセーブル化 （279 ページ）
• バッテリ バックアップ ユニットの学習サイクルの開始 （280 ページ）
• 物理ドライブのロケータ LED の切り替え （280 ページ）
• コントローラの設定のクリア （281 ページ）
• ストレージ コントローラの工場出荷時の初期状態への復元 （282 ページ）
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• ストレージ コントローラのログの表示 （283 ページ）
• 物理ドライブの詳細の表示 （284 ページ）
• SIOC NVMe ドライブの詳細の表示 （285 ページ）

未使用の物理ドライブからの仮想ドライブの作成
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # create この時点で、RAID レベル、使用する物
virtual-drive
理ドライブ、新しい仮想ドライブのサイ
ズと書き込みポリシーに関する情報の入
力を求めるプロンプトが表示されます。
プロンプトごとに適切な情報を入力しま
す。
仮想ドライブの情報の指定が完了した
ら、情報が正しいことの確認を求めるプ
ロンプトが表示されます。確認をする場
合は y (yes) を入力し、操作をキャンセ
ルする場合は n (no) を入力します。
ステップ 5 Server /chassis/storageadapter # show
virtual-drive

既存の仮想ドライブが表示されます。

例
次に、2 台の未使用の物理ドライブにまたがる新しい仮想ドライブの作成方法を示し
ます。
Server
Server
Server
Server

# scope chassis
/chassis # scope server 1
/chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
/chassis/server/storageadapter # create-virtual-drive
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Please enter RAID level
0, 1, 5, 10, 50 --> 1
Please choose from the following 10 unused physical drives:
ID Size(MB)
Model
Interface Type
1 571776
SEAGATE
SAS
HDD
2 571776
SEAGATE
SAS
HDD
4 571776
SEAGATE
SAS
HDD
5 428672
SEAGATE
SAS
HDD
6 571776
SEAGATE
SAS
HDD
7 571776
SEAGATE
SAS
HDD
8 571776
SEAGATE
SAS
HDD
9 428672
SEAGATE
SAS
HDD
10 571776
SEAGATE
SAS
HDD
11 953344
SEAGATE
SAS
HDD
Specify physical disks for span 0:
Enter comma-separated PDs from above list--> 1,2
Please enter Virtual Drive name (15 characters maximum)--> test_v_drive
Please enter Virtual Drive size in MB, GB, or TB
Example format: '400 GB' --> 10 GB
Optional attribute:
stripsize: defaults to 64K Bytes
0: 8K Bytes
1: 16K Bytes
2: 32K Bytes
3: 64K Bytes
4: 128K Bytes
5: 256K Bytes
6: 512K Bytes
7: 1024K Bytes
Choose number from above options or hit return to pick default--> 2
stripsize will be set to 32K Bytes (6 and 'strip-size\:32k')
Disk Cache Policy: defaults to Unchanged
0: Unchanged
1: Enabled
2: Disabled
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Disk Cache Policy will be set to Unchanged (0 and 'disk-cache-policy\:unchanged'
)
Read Policy: defaults to No Read Ahead
0: No Read Ahead
1: Always
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Read Policy will be set to No Read Ahead (0 and 'read-policy\:no-read-ahead')
Write Policy: defaults to Write Through
0: Write Through
1: Write Back Good BBU
2: Always Write Back
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Write Policy will be set to Write Through (0 and 'write-policy\:write-through')
IO Policy: defaults to Direct I/O
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0: Direct I/O
1: Cached I/O
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
IO Policy will be set to Direct I/O (0 and 'io-policy\:direct-io')
Access Policy: defaults to Read Write
0: Read Write
1: Read Only
2: Blocked
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Access Policy will be set to Read Write (0 and 'access-policy\:read-write')
New
-

virtual drive will have the following characteristics:
Spans: '[1.2]'
RAID level: '1'
Name: 'test_v_drive'
Size: 10 GB
stripsize: 32K Bytes
Disk Cache Policy: Unchanged
Read Policy: No Read Ahead
Write Policy: Write Through
IO Policy: Direct I/O
Access Policy: Read Write

OK? (y or n)--> y
Server /chassis/server/storageadapter # show virtual-drive
Virtual Drive Health
Status
Name
Boot Drive
------------- -------------- -------------------- ------------------------0
Good
Optimal
false
1
Good
Optimal
true
2
Good
Optimal
false
3
Good
Optimal
test_v_drive
false
4
Good
Optimal
new_from_test
false

Size

RAID Level

---------- ---------150528 MB

RAID 0

20480 MB

RAID 0

114140 MB

RAID 0

10000 MB

RAID 1

500 MB

RAID 1

Server /chassis/storageadapter #

既存のドライブ グループからの仮想ドライブの作成
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter #
carve-virtual-drive

この時点で、使用する仮想ドライブに関
する情報、新しい仮想ドライブのサイズ
と書き込みポリシーに関する情報の入力
を求めるプロンプトが表示されます。プ
ロンプトごとに適切な情報を入力しま
す。
仮想ドライブの情報の指定が完了した
ら、情報が正しいことの確認を求めるプ
ロンプトが表示されます。確認をする場
合は y (yes) を入力し、操作をキャンセ
ルする場合は n (no) を入力します。

ステップ 5 Server /chassis/server/storageadapter # show 既存の仮想ドライブが表示されます。
virtual-drive

例
次に、既存の RAID 1 ドライブ グループ内の未使用のスペースから新しい仮想ドライ
ブを分割する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # carve-virtual-drive
< Fetching virtual drives...>
ID Name
RL VDSize
MaxPossibleSize PD(s)
---------------------------------------------------------------0 RAID0_12
0
100 MB
Unknown
1,2
Please choose from the above list the virtual drive number
whose space the new virtual drive will share--> 0
New virtual drive will share space with VD 0
Please enter Virtual Drive name (15 characters maximum)--> test_v_drive
Please enter Virtual Drive size in MB, GB, or TB (maximum: Unknown)
Example format: '400 GB' --> 10 GB
Optional attributes:
stripsize: defaults to 64K Bytes
0: 8K Bytes
1: 16K Bytes
2: 32K Bytes
3: 64K Bytes
4: 128K Bytes
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5: 256K Bytes
6: 512K Bytes
7: 1024K Bytes
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
stripsize will be set to 8K Bytes (4 and 'strip-size\:8k')
Disk Cache Policy: defaults to Unchanged
0: Unchanged
1: Enabled
2: Disabled
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Disk Cache Policy will be set to Unchanged (0 and 'disk-cache-policy\:unchanged')
Read Policy: defaults to No Read Ahead
0: No Read Ahead
1: Always
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Read Policy will be set to No Read Ahead (0 and 'read-policy\:no-read-ahead')
Write Policy: defaults to Write Through
0: Write Through
1: Write Back Good BBU
2: Always Write Back
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Write Policy will be set to Write Through (0 and 'write-policy\:write-through')
IO Policy: defaults to Direct I/O
0: Direct I/O
1: Cached I/O
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
IO Policy will be set to Direct I/O (0 and 'io-policy\:direct-io')
Access Policy: defaults to Read Write
0: Read Write
1: Read Only
2: Blocked
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Access Policy will be set to Read Write (0 and 'access-policy\:read-write')
New
-

virtual drive will have the following characteristics:
It will share space with virtual drive 0
Name: 'amit'
Size: 10 GB
stripsize: 8K Bytes
Disk Cache Policy: Unchanged
Read Policy: No Read Ahead
Write Policy: Write Through
IO Policy: Direct I/O
Access Policy: Read Write

OK? (y or n)--> y
Server /chassis/storageadapter # show virtual-drive
Virtual Drive Health
Status
Name
Boot Drive
------------- -------------- -------------------- ------------------------0
Good
Optimal
false
1
Good
Optimal
true
2
Good
Optimal
false
3
Good
Optimal
test_v_drive
false

Size

---------- ---------150528 MB

RAID 0

20480 MB

RAID 0

114140 MB

RAID 0

10000 MB

RAID 1
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4

Good

Optimal

new_from_test

500 MB

RAID 1

false
Server /chassis/server/storageadapter #

トランスポート可能としての仮想ドライブの設定
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• 仮想ドライブをトランスポート可能にするには、仮想ドライブが最適な状態になっていな
ければなりません。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter スロット ID

装着されているストレージ カードに対
してコマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # scope 指定された仮想ドライブのコマンドモー
virtual-drive drive-number
ドを開始します。
ステップ 5 Server
選択した仮想ドライブをトランスポート
/chassis/server/storageadapter/virtual-drive 可能として設定するために使用する初期
# set-transport-ready {include-all |
化タイプを入力します。次のいずれかに
exclude-all | include-dhsp}
なります。
• exlude-all：専用ホット スペア ドラ
イブをすべて除外します。
• include-all：排他的に使用可能な専
用ホット スペア ドライブまたは共
有される専用ホット スペア ドライ
ブをすべて含めます。
• include-dhsp：排他的な専用ホット
スペア ドライブを含めます。
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コマンドまたはアクション

目的
仮想ドライブをトランスポート可能に設
定し、選択したプロパティを割り当てま
す。
処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
れます。確認のために y を入力します。
（注）

仮想ドライブをトランスポー
ト可能として設定すると、そ
の仮想ドライブに関連付けら
れているすべての物理ドライ
ブが [削除準備完了（Ready to
remove）] として表示されま
す。

ステップ 6 （任意） サー
変更した仮想ドライブのプロパティを表
バ/chassis/server/storageadapter/virtual-drive 示します。
# show detail

例
次に、仮想ドライブ 5 をトランスポート可能に設定する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-HBA
Server /chassis/server/storageadapter # scope virtual-drive 5
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # set-transport-ready exclude-all
Since they belong to same drive group, all these virtual drives will be set to Transport
Ready - 0
Are you sure you want to proceed?[y|N]y
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # show detail
Virtual Drive 0:
Health: Good
Status: Optimal
Visibility : Visible
Name: RAID0_124_RHEL
Size: 2858160 MB
Physical Drives: 1, 2, 4
RAID Level: RAID 0
Boot Drive: false
FDE Capable: 0
FDE Enabled: 0
Target ID: 0
Strip Size: 64 KB
Drives Per Span: 3
Span Depth: 1
Access Policy: Transport Ready
Cache Policy: Direct
Read Ahead Policy: None
Requested Write Cache Policy: Write Through
Current Write Cache Policy: Write Through
Disk Cache Policy: Unchanged
Auto Snapshot: false
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Auto Delete Oldest: true
Allow Background Init: true
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive #

トランスポート可能としての仮想ドライブのクリア
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter スロット ID

装着されているストレージ カードに対
してコマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # scope 指定された仮想ドライブのコマンドモー
virtual-drive drive-number
ドを開始します。
ステップ 5 サー
これにより、選択したトランスポート可
バ/chassis/server/storageadapter/virtual-drive 能な仮想ドライブが元の最適な状態に戻
# clear-transport-ready
されます。
処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
れます。確認のために y を入力します。
ステップ 6 （任意） サー
変更した仮想ドライブのプロパティを表
バ/chassis/server/storageadapter/virtual-drive 示します。
# show detail

例
次の例は、選択したトランスポート可能な仮想ドライブを元の状態に戻す方法を示し
ています。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-HBA
Server /chassis/server/storageadapter # scope virtual-drive 5
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # clear-transport-ready
Since they belong to same drive group, all these virtual drives will be moved out of
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Transport Ready - 0
Are you sure you want to proceed?[y|N]y
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # show detail
Virtual Drive 0:
Health: Good
Status: Optimal
Visibility : Visible
Name: RAID0_124_RHEL
Size: 2858160 MB
Physical Drives: 1, 2, 4
RAID Level: RAID 0
Boot Drive: false
FDE Capable: 0
FDE Enabled: 0
Target ID: 0
Strip Size: 64 KB
Drives Per Span: 3
Span Depth: 1
Access Policy: Read-Write
Cache Policy: Direct
Read Ahead Policy: None
Requested Write Cache Policy: Write Through
Current Write Cache Policy: Write Through
Disk Cache Policy: Unchanged
Auto Snapshot: false
Auto Delete Oldest: true
Allow Background Init: true
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive #

外部設定のインポート
別のコントローラで以前に設定されている 1 つ以上の物理ドライブがサーバにインストールさ
れると、それらは外部設定として識別されます。コントローラにこれらの外部設定をインポー
トできます。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
import-foreign-config

目的
処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
れます。確認のために yes を入力しま
す。
（注）

yes と入力しなかった場合、ア
クションは強制終了されま
す。

例
次に、スロット 3 にある MegaRAID コントローラのすべての外部設定をインポートす
る例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # import-foreign-config
Are you sure you want to import all foreign configurations on this controller?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/server/storageadapter #

外部設定のクリア
重要

このタスクでは、コントローラのすべての外部設定をクリアします。また、外部設定をホス
ティングしているすべての物理ドライブからすべての設定情報が削除されます。このアクショ
ンは元に戻せません。

始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
253

ストレージ アダプタの管理
JBOD の有効化と無効化

コマンドまたはアクション
ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
clear-foreign-config

目的
処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
れます。確認のために yes を入力しま
す。
（注）

yes と入力しなかった場合、ア
クションは強制終了されま
す。

例
次に、スロット 3 にある MegaRAID コントローラのすべての外部設定をクリアする例
を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # clear-foreign-config
Are you sure you want to clear all foreign configurations on this controller?
All data on the drive(s) will be lost.
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/server/storageadapter #

JBOD の有効化と無効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
enable-jbod-mode

選択したコントローラに対して JBOD
モードをイネーブルにします。

ステップ 5 Server /chassis/server/storageadapter #
disable-jbod-mode

選択したコントローラの JBOD モードを
ディセーブルにします。
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例
次に、選択したコントローラに対して JBOD モードを有効にして、無効にする例を示
します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Enabling JBOD
Server /chassis/server/storageadapter # enable-jbod-mode
Are you sure you want to enable JBOD mode?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server/chassis/server/storageadapter # show settings
PCI Slot SLOT-3:
Info Valid: Yes
Enable JBOD Mode: true
Disabling JBOD
Server /chassis/server/storageadapter # disable-jbod-mode
Are you sure you want to disable JBOD mode?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server/chassis/server/storageadapter # show settings
PCI Slot SLOT-3:
Info Valid: Yes
Enable JBOD Mode: false

次のタスク
•

ブート ドライブのクリア
重要

このタスクでは、コントローラのブート ドライブ設定がクリアされます。このアクションは元
に戻せません。

始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
clear-boot-drive

処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
れます。確認のために yes を入力しま
す。
（注）

yes と入力しなかった場合、ア
クションは強制終了されま
す。

例
次に、スロット 3 にある MegaRAID コントローラ上のブート ドライブ設定をクリアす
る例を示します。
Server# scope chassis
Server/chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # clear-boot-drive
Are you sure you want to clear the controller's boot drive?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/server/storageadapter #

コントローラのストレージ ファームウェア ログの取得
このタスクは、コントローラのファームウェア ログを取得し、それを /var/log の場所に配
置します。これにより、テクニカル サポート データが要求された場合にこのログ データを確
実に使用できるようになります。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server/chassis # scope storageadapter ス
ロット

装着されているストレージ カードに対
してコマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 Server /chassis/storageadapter #
get-storage-fw-log

指定したコントローラにストレージ
ファームウェアのログ ファイルを取得
します。

ステップ 4 プロンプトで yes と入力します。

ストレージ ファームウェアのログ ファ
イルのダウンロードを開始します。

例
この例では、取得したストレージ ファームウェアのログ ファイルのダウンロード ス
テータスを表示する方法を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-HBA
Server /chassis/storageadapter # get-storage-fw-log
You are initiating the retrieval of the storage firmware log to Cisco IMC.
This task will take a few minutes to complete. You may monitor the status
of the retrieval by running the 'get-storage-fw-log-download-progress' command.
When the download is finished, the 'Storage Firmware Log Status' value will be
'Complete', along with the size of the logfile.
You may then download the log file using the Technical Support facility,
accessible from /cimc/tech-support scope, or the WebUI's Utilities page.
Do you want to proceed?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter # get-storage-fw-log-download-progress
Storage Firmware Log Status: Complete (total size 61906 bytes)

自己暗号化ドライブ（フル ディスク暗号化）
Cisco IMC は、自己暗号化ドライブ（SED）をサポートしています。ドライブ内の特別なハー
ドウェアがリアルタイムで入力データを暗号化し、出力データを復号します。この機能は、フ
ル ディスク暗号化（FDE）とも呼ばれます。
ドライブ上のデータは、ドライブに入力される際に暗号化され、出力される際に復号されま
す。ただし、ドライブをロックしている場合は、データを取得するためにセキュリティ キーは
必要ありません。
ドライブがロックされると、暗号化キーが内部で作成され保存されます。このドライブに保存
されているすべてのデータは、そのキーを使用して暗号化され、暗号化された形式で保存され
ます。データをこのように保存すると、データを非暗号化してドライブから取得するためにセ
キュリティ キーが必要になります。ドライブのロックを解除すると、その暗号化キーが削除さ
れ、保存されたデータは使用できなくなります。これは、Secure Erase と呼ばれます。FDE は、
キー ID とセキュリティ キーで構成されます。
FDE 機能は次の操作をサポートしています。
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• コントローラでのセキュリティの有効化および無効化
• セキュアな仮想ドライブの作成
• 非セキュアなドライブ グループの保護
• 外部の設定ドライブのロック解除
• 物理ドライブ（JBOD）でのセキュリティの有効化
• セキュアな SED ドライブのクリア
• セキュアな外部設定のクリア
デュアルまたは複数のコントローラの環境でコントローラ セキュリティを設定する場合に考慮
すべきシナリオ

（注）

デュアルまたは複数のコントローラの接続は一部のサーバでのみ使用できます。
コントローラのセキュリティは、個別に有効、無効、または変更できます。ただし、ローカル
キー管理とリモート キー管理は、サーバ上のすべてのコントローラに適用されます。したがっ
て、キー管理モードの切り替えを伴うセキュリティ アクションは慎重に行う必要があります。
両方のコントローラが安全で、コントローラの 1 つを別のモードに移動する場合は、もう一方
のコントローラでも同じ操作を実行する必要があります。
次の 2 つのシナリオを考えてみましょう。
• シナリオ 1：キー管理はリモートに設定されています。両方のコントローラは安全で、リ
モート キー管理を使用します。ローカル キー管理に切り替える場合は、各コントローラ
のキー管理を切り替えて、リモート キー管理を無効にします。
• シナリオ2：キー管理はローカルに設定されています。両方のコントローラは安全で、ロー
カル キー管理を使用します。リモート キー管理に切り替える場合は、リモート キー管理
を有効にして、各コントローラのキー管理を切り替えます。
いずれかのコントローラでコントローラ セキュリティ方式を変更しないと、セキュアなキー管
理がサポートされていない設定状態になります。

コントローラのセキュリティの有効化
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
enable-controller-security

この時点で、キー id を入力し、セキュ
リティ キーを入力するように求められ
ますが、それぞれのプロンプトでキー
ID を入力するか、セキュリティ キーを
入力するか、提案されているキーを使用
することができます。
推奨されるキー id とセキュリティ キー
を使用するか、選択したキーidとセキュ
リティ キーを使用するかどうかに応じ
て、y (yes) を入力して推奨のキーを使用
するか、n (no) を入力して適切なプロン
プトで、任意のキーを入力します。

ステップ 5 Server /chassis/server/storageadapter # show ストレージ ドライブの詳細が表示され
detail
ます。

例
次に、コントローラでセキュリティをイネーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server/chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # enable-controller-security
Use generated key-id 'UCSC-MRAID12G_FHH18250010_1d85dcd3'? (y or n)--> y
Use suggested security-key '6ICsmuX@oVB7e9wXt79qsTgp6ICsmuX@'? (y or n)--> n
Enter security-key --> testSecurityKey
Will use security-key 'testSecurityKey'
Server /chassis/server/storageadapter show detail
PCI Slot SBMezz1:
<stuff deleted>
Controller is Secured: 1
Server /chassis/server/storageadapter #
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コントローラのセキュリティのディセーブル化
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
disable-controller-security

確認のプロンプトが表示されます。
確認プロンプトで、yes と入力して確認
するか、n (no) と入力して操作をキャン
セルします。
これにより、コントローラのセキュリ
ティがディセーブルになります。

ステップ 5 Server /chassis/server/storageadapter # show ストレージ ドライブの詳細が表示され
detail
ます。

例
次に、コントローラでセキュリティをディセーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server/chassis # scope server 2
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # disable-controller-security
Note: this operation will fail if any secured virtual drives or secure JBODs are present.
Are you sure you want to disable security on this controller?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/server/storageadapter # show detail
PCI Slot SBMezz1:
<content deleted>
Controller is Secured: 0
Server /chassis/server/storageadapter #
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コントローラ セキュリティ設定の変更
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
modify-controller-security

この時点で、現在のセキュリティ キー
を入力するように求められます。また、
任意で、キー ID をリセットするかどう
かを選択したり、新しいセキュリティ
キーを選択することもできます。適切な
情報を入力します。
（注）

modify コマンドでは、キー ID
および/またはセキュリティ
キーを変更できます。セキュ
リティ キーを変更する場合に
のみ、現在のセキュリティ
キーを入力するように求めら
れます。キー ID だけの変更で
は、現在のセキュリティ キー
を指定する必要はありませ
ん。

確認プロンプトで、y (yes) と入力して確
認するか、n (no) と入力して操作をキャ
ンセルします。

例
次に、コントローラのセキュリティ設定を変更する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
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Server /chassis/server/storageadapter # modify-controller-security
Please enter current security-key --> testSecurityKey
Keep current key-id 'UCSC-MRAID12G_FHH18250010_1d85dcd3'? (y or n)--> n
Enter new key-id: NewKeyId
Will change key-id to 'NewKeyId'
Keep current security-key? (y or n)--> y
Server /chassis/server/storageadapter #

セキュリティ キー認証の確認
セキュリティ キーがわからない場合は、次の手順を使用すると、入力したセキュリティ キー
がコントローラのセキュリティ キーと一致しているかどうかを確認できます。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
verify-controller-security-key

プロンプトで、セキュリティ キーを入
力して、Enter キーを押します。
コントローラのセキュリティ キーと一
致しないセキュリティ キーを入力した
場合は、検証失敗メッセージが表示され
ます。

例
次に、コントローラのセキュリティ キーを確認する例を示します。
Server # scope chassis
Server/chassis # scope server 2
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # verify-controller-security-key
Please enter the security key to verify -> WrongSecurityKey
verify-controller-security-key failed.
Error: "r-type: RAID controller: SBMezz1 command-status: Lock key from backup failed
verification"
Server /chassis/server/storageadapter #
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Server /chassis/server/storageadapter # verify-controller-security-key
Please enter the security key to verify -> testSecurityKey
Server /chassis/server/storageadapter #

リモート キー管理からローカル キー管理へのコントローラ セキュリ
ティの切り替え
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
switch-to-local-key-mgmt

プロンプトで y と入力します。

ステップ 5 Server /chassis/server/storageadapter # key
id

プロンプトで新しい ID を入力します。
ローカル キー管理に切り替えます。

（注）

（注）

複数のコントローラがある場
合はそれらのセキュリティも
同様に切り替える必要があり
ます。

セキュリティ キーの入力は、
この操作を実行する必須で
す。

例
次に、コントローラ セキュリティをリモート キー管理からローカル キー管理へ切り
替える例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # switch-to-local-key-mgmt
Executing this command will require you to disable remote key management once switch is
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complete.
Do you want to continue(y or n)?y
Proceeding to switch to local key management.
Enter new security-key: test
Will change security-key to 'test'
Switch to local key management complete on controller in SBMezz1.
***Remote key management needs to be disabled***
Please disable remote key management.
Server /chassis/server/storageadapter #

次のタスク
リモート キー管理からローカル キー管理に切り替えた後、必ず KMIP セキュア キー管理を無
効にしてください。

ローカル キー管理からリモート キー管理へのコントローラ セキュリ
ティの切り替え
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• KMIP が有効である必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
switch-to-remote-key-mgmt

プロンプトで y と入力します。

ステップ 5 Server /chassis/server/storageadapter #
security id

プロンプトでセキュリティ キーを入力
します。リモート キー管理に切り替え
ます。
（注）

この操作を実行するには、セ
キュリティ キーの入力が必須
です。
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例
次に、コントローラ セキュリティをローカル キー管理からリモート キー管理へ切り
替える例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # switch-to-remote-key-mgmt
Changing the security key requires existing security key.
Please enter current security-key --> test
Switch to remote key management complete on controller in SBMezz1.
Server /chassis/server/storageadapter #

仮想ドライブの削除
重要

このタスクでは、ブートされたオペレーティング システムを実行するドライブを含む仮想ドラ
イブを削除します。そのため、仮想ドライブを削除する前に、保持するデータをバック アップ
します。

始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-drive ドライブ番号

指定された仮想ドライブのコマンドモー
ドを開始します。

ステップ 5 サー
処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
バ/chassis/server/storageadapter/virtual-drive れます。確認のために yes を入力しま
# delete-virtual-drive
す。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

yes と入力しなかった場合、ア
クションは強制終了されま
す。

例
次に、仮想ドライブ 3 を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive # delete-virtual-drive
Are you sure you want to delete virtual drive 3?
All data on the drive will be lost. Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive #

仮想ドライブの初期化
ドライブを初期化すると、仮想ドライブ上のすべてのデータが失われます。初期化を実行する
前に、保存する仮想ドライブのデータをバックアップします。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-drive ドライブ番号

指定された仮想ドライブのコマンドモー
ドを開始します。

ステップ 5 サー
指定した仮想ドライブを初期化します。
バ/chassis/server/storageadapter/virtual-drive
# start-initialization
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6 Server
（任意）指定した仮想ドライブの初期化
/chassis/server/storageadapter/virtual-drive をキャンセルします。
# cancel-initialization
ステップ 7 Server
ドライブ上で処理中のタスクのステータ
/chassis/server/storageadapter/physical-drive スを表示します。
# get-operation-status

例
次に、高速初期化を使用して仮想ドライブ 3 を初期化する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive # start-initialization
Are you sure you want to initialize virtual drive 3?
All data on the drive will be lost. Enter 'yes' to confirm -> yes
Fast (0) or full (1) initialization? -> 0
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive # get-operation-status
progress-percent: 20%
elapsed -seconds: 30
operation-in-progress: initializing virtual drive
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive #

ブート ドライブとしての設定
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-drive ドライブ番号

指定された仮想ドライブのコマンドモー
ドを開始します。
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ストレージ アダプタの管理
仮想ドライブの編集

コマンドまたはアクション
ステップ 5 Server /chassis/server/storageadapter #
set-boot-drive

目的
コントローラがこの仮想ドライブから
ブートするように指定します。

例
次に、コントローラが仮想ドライブ 3 からブートするように指定する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive # set-boot-drive
Are you sure you want to set virtual drive 3 as the boot drive?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive #

仮想ドライブの編集
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server chassis/server/storageadapter # scope 指定された仮想ドライブのコマンドモー
virtual-drive drive number
ドを開始します。
ステップ 5 Server chassis/server/storageadapter
/virtual-drive # modify-attributes

現在のものとは異なるポリシーを選択す
るように求めるプロンプトが表示されま
す。

ステップ 6 Server
指定した仮想ドライブの RAID レベルを
chassis/server/storageadapter/virtual-drive# 指定します。
set raid-level 値
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ストレージ アダプタの管理
仮想ドライブの属性の変更

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7 Server
指定した仮想ドライブに物理ドライブを
chassis/server/storageadapter/virtual-drive# 指定します。
set physical-drive 値

例
次に、仮想ドライブを編集する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope chassis
Server /chassis/server # scope storageadapter slot-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive #set raid-level 1
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive *# physical-drive 1
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive* #commit
Server /chassis/server/storageadapter /virtual-drive # modify-attribute
Current write policy: Write Back Good BBU
0: Write Through
1: Write Back Good BBU
2: Always Write Back
Choose number from above options--> 0
The following attribute will be modified:
- Write Policy: Write Through
OK? (y or n)--> y
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive #

仮想ドライブの属性の変更
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。
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ストレージ アダプタの管理
専用ホット スペアの作成

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # scope 仮想ドライブのコマンド モードを開始
virtual-drive 3
します。
ステップ 5 Server
現在のものとは異なるポリシーを選択す
/chassis/server/storageadapter/virtual-drive るように求めるプロンプトが表示されま
# modify-attributes
す。

例
次に、既存の RAID 1 ドライブ グループ内の未使用のスペースから新しい仮想ドライ
ブを分割する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope virtual-drive
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive # modify-attributes
Current write policy: Write Back
0: Write Through
1: Write Back
2: Write Back even if Bad BBU
Choose number from above options --> 0
The following attribute will be modified:
- Write policy: Write Through
OK? (y or n) --> y
operation in progress.
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive #

専用ホット スペアの作成
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。
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ストレージ アダプタの管理
グローバル ホット スペアの作成

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive ドライブ番号

指定された物理ドライブのコマンドモー
ドを開始します。

ステップ 5 Server
専用ホット スペアが作成される仮想ド
/chassis/server/storageadapter/physical-drive ライブの選択を求めるプロンプトが表示
# make-dedicated-hot-spare
されます。

例
次に、物理ドライブ 3 を仮想ドライブ 6 の専用ホット スペアにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # make-dedicated-hot-spare
5: VD_OS_1, RAID 0, 102400 MB, physical disks: 1
6: VD_OS_2, RAID 0, 12288 MB, physical disks: 1
7: VD_OS_3, RAID 0, 12288 MB, physical disks: 1
8: VD_DATA_1, RAID 0, 12512 MB, physical disks: 1
9: RAID1_2358, RAID 1, 40000 MB, physical disks: 2,3,5,8
11: JFB_RAID1_67, RAID 1, 20000 MB, physical disks: 6,7
12: JFB_Crv_R1_40, RAID 1, 40000 MB, physical disks: 6,7
13: JFB_R1_10GB, RAID 1, 10000 MB, physical disks: 6,7
Please choose from the above 8 virtual drives-->6
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive #

グローバル ホット スペアの作成
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。
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ストレージ アダプタの管理
削除するドライブの準備

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive ドライブ番号

指定された物理ドライブのコマンドモー
ドを開始します。

ステップ 5 Server
/chassis/server/storageadapter/physical-drive
# make-global-hot-spare
ステップ 6 Server
ドライブ上で処理中のタスクのステータ
/chassis/server/storageadapter/physical-drive スを表示します。
# get-operation-status

例
次に、物理ドライブ 3 をグローバル ホット スペアにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # make-global-hot-spare
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive #

削除するドライブの準備
Unconfigured Good ステータスが表示された物理ドライブ上でのみ、このタスクを確認できま
す。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
272

ストレージ アダプタの管理
物理ドライブのステータスの切り替え

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive ドライブ番号

指定された物理ドライブのコマンドモー
ドを開始します。

ステップ 5 Server
/chassis/server/storageadapter/physical-drive
# prepare-for-removal

例
次に、物理ドライブ 3 を削除する準備をする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # prepare-for-removal
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive #

物理ドライブのステータスの切り替え
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• コントローラは、JBOD モードをサポートする必要があり、JBOD モードはイネーブルに
する必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # scope 物理ドライブのコマンド モードを開始
physical-drive 4
します。
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ストレージ アダプタの管理
物理ドライブのステータスの切り替え

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5 Server
ドライブのステータスを Unconfigured
/chassis/server/storageadapter/physical-drive good に変更します。
# make-unconfigured-good
ステップ 6 Server
物理ドライブの JBOD モードをイネーブ
/chassis/server/storageadapter/physical-drive ルにします。
# make-jbod

例
次に、物理ドライブのステータスを切り替える例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope chassis
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 4
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 4:
Controller: SLOT-4
Health: Good
Status: JBOD
Boot Drive: true
Manufacturer: ATA
Model: ST500NM0011
Predictive Failure Count: 0
Drive Firmware: CC02
Coerced Size: 476416 MB
Type: HDD
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # make-unconfigured-good
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 4:
Controller: SLOT-4
Health: Good
Status: Unconfigured Good
Boot Drive: true
Manufacturer: ATA
Model: ST500NM0011
Predictive Failure Count: 0
Drive Firmware: CC02
Coerced Size: 476416 MB
Type: HDD
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # make-jbod
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 4:
Controller: SLOT-4
Health: Good
Status: JBOD
Boot Drive: true
Manufacturer: ATA
Model: ST500NM0011
Predictive Failure Count: 0
Drive Firmware: CC02
Coerced Size: 476416 MB
Type: HDD
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ストレージ アダプタの管理
コントローラのブート ドライブとしての物理ドライブの設定

コントローラのブートドライブとしての物理ドライブの
設定
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• コントローラは、JBOD モードをサポートする必要があり、JBOD モードはイネーブルに
する必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # scope 物理ドライブのコマンド モードを開始
physical-drive 4
します。
ステップ 5 Server
処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
/chassis/server/storageadapter/physical-drive れます。確認のために yes を入力しま
# set-boot-drive
す。
（注）

yes と入力しなかった場合、ア
クションは強制終了されま
す。

例
次に、物理ドライブをコントローラのブート ドライブとして設定する例を示します。
Server# scope chassis
Server/chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # show detail
PCI Slot SLOT-4:
Health: Good
Controller Status: Optimal
ROC Temperature: Not Supported
Product Name: MegaRAID 9240-8i (RAID 0,1,10,5)
Serial Number: SP23807413
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ストレージ アダプタの管理
ホット スペア プールからのドライブの削除

Firmware Package Build: 20.11.1-0159
Product ID: LSI Logic
Battery Status: no battery
Cache Memory Size: 0 MB
Boot Drive: none
Boot Drive is PD: false
TTY Log Status: Not Downloaded
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 4
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # set-boot-drive
Are you sure you want to set physical drive 4 as the boot drive?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # exit
Server /chassis/server/storageadapter # show detail
PCI Slot SLOT-4:
Health: Good
Controller Status: Optimal
ROC Temperature: Not Supported
Product Name: MegaRAID 9240-8i (RAID 0,1,10,5)
Serial Number: SP23807413
Firmware Package Build: 20.11.1-0159
Product ID: LSI Logic
Battery Status: no battery
Cache Memory Size: 0 MB
Boot Drive: 4
Boot Drive is PD: true
TTY Log Status: Not Downloaded

ホット スペア プールからのドライブの削除
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive ドライブ番号

指定された物理ドライブのコマンドモー
ドを開始します。

ステップ 5 Server
ホット スペア プールからドライブを削
/chassis/server/storageadapter/physical-drive 除します。
# remove-hot-spare
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ストレージ アダプタの管理
削除するドライブの準備の取り消し

例
次に、ホット スペア プールから物理ドライブ 3 を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # remove-hot-spare
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive #

削除するドライブの準備の取り消し
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive ドライブ番号

指定された物理ドライブのコマンドモー
ドを開始します。

ステップ 5 Server
/chassis/server/storageadapter/physical-drive
# undo-prepare-for-removal

例
次に、物理ドライブ 3 の削除を準備した後にドライブをリスピンする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # undo-prepare-for-removal
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive #
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ストレージ アダプタの管理
バッテリ バックアップ ユニットの自動学習サイクルのイネーブル化

バッテリバックアップユニットの自動学習サイクルのイ
ネーブル化
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # scope バッテリ バックアップ ユニット コマン
bbu
ド モードを開始します。
ステップ 5 Server /chassis/server/storageadapter #
enable-auto-learn

バッテリの自動学習サイクルをイネーブ
ルにします。

例
次に、バッテリの自動学習サイクルをイネーブルにする例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-2
Server /chassis/server/storageadapter # scope bbu
Server /chassis/server/storageadapter/bbu # enable-auto-learn
Automatic BBU learn cycles will occur without notice if enabled.
Are you sure? [y/n] --> y
enable-auto-learn initiated
Server /chassis/server/storageadapter/bbu #
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ストレージ アダプタの管理
バッテリ バックアップ ユニットの自動学習サイクルのディセーブル化

バッテリ バックアップ ユニットの自動学習サイクルの
ディセーブル化
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # scope バッテリ バックアップ ユニット コマン
bbu
ド モードを開始します。
ステップ 5 Server /chassis/server/storageadapter #
disable-auto-learn

バッテリの自動学習サイクルをディセー
ブルにします

例
次に、バッテリの自動学習サイクルをディセーブルにする例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-2
Server /chassis/server/storageadapter # scope bbu
Server /chassis/server/storageadapter/bbu # disable-auto-learn
Automatic BBU learn cycles will no longer occur if disabled.
Are you sure? [y/n] --> y
disable-auto-learn initiated
Server /chassis/server/storageadapter/bbu #
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ストレージ アダプタの管理
バッテリ バックアップ ユニットの学習サイクルの開始

バッテリ バックアップ ユニットの学習サイクルの開始
始める前に
このコマンドを使用するには、admin としてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # scope バッテリ バックアップ ユニット コマン
bbu
ド モードを開始します。
ステップ 5 Server /chassis/server/storageadapter #
start-learn-cycle

バッテリの学習サイクルを開始します。

例
次に、バッテリの学習サイクルを開始する例を示します。
Server
Server
Server
Server
Server
Server

# scope chassis
/chassis # scope server 1
/chassis/server # scope storageadapter SLOT-2
/chassis/server/storageadapter # scope bbu
/chassis/server/storageadapter/bbu # start-learn-cycle
/chassis/server/storageadapter/bbu #

物理ドライブのロケータ LED の切り替え
始める前に
このタスクを実行するには、admin としてログオンする必要があります。
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ストレージ アダプタの管理
コントローラの設定のクリア

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # scope 物理ドライブ コマンド モードを開始し
physical-drive 3
ます。
ステップ 5 サー
物理ドライブのロケータ LED をイネー
バ/chassis/server/storageadapter/physical-drive ブルまたはディセーブルにします。
# locator-led {on | off}

例
次に、物理ドライブ 3 のロケータ LED をイネーブルにする例を示します。
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server

# scope chassis
/chassis # scope server 1
/chassis/server # scope storageadapter SLOT-2
/chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
/chassis/server/storageadapter/physical-drive # locator-led on
/chassis/server/storageadapter/physical-drive* # commit
/chassis/server/storageadapter/physical-drive #

コントローラの設定のクリア
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。
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ストレージ アダプタの管理
ストレージ コントローラの工場出荷時の初期状態への復元

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
clear-all-config

プロンプトで yes と入力します。コン
トローラ設定をクリアします。

例
次に、コントローラ設定をクリアする例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # clear-all-config
Are you sure you want to clear the controller's config and delete all VDs?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Enter administrative password to proceed with operation\n
Password -> Password accepted. Performing requested operation.
Server /chassis/server/storageadapter #

ストレージコントローラの工場出荷時の初期状態への復
元
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter #
set-factory-defaults

プロンプトで yes と入力します。コン
トローラの設定パラメータを出荷時のデ
フォルトに復元します。

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
282

ストレージ アダプタの管理
ストレージ コントローラのログの表示

例
次に、コントローラの設定パラメータを出荷時のデフォルトに復元する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # set-factory-defaults
This operation will restore controller settings to factory default values. Do you want
to proceed?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/server/storageadapter #

ストレージ コントローラのログの表示
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # show ストレージ コントローラのログを表示
log
します。

例
次に、ストレージ コントローラのログを表示する例を示します。
Server
Server
Server
Server

# scope chassis
/chassis # scope server 1
/chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
/chassis/server/storageadapter # show log

Time
---Fri March
Fri March
Fri March
Fri March
Fri March

1
1
1
1
1

09:52:19
07:50:19
07:50:19
07:48:19
07:47:19

2015
2015
2015
2015
2015

Severity
-------Warning
Info
Info
Info
Info

Description
------------Predictive Failure
Battery charge complete
Battery charge started
Battery relearn complete
Battery is discharging
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ストレージ アダプタの管理
物理ドライブの詳細の表示

Fri March 1 07:45:19 2015

Info

Battery relearn started

Server /chassis/server/storageadapter #

物理ドライブの詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # scope
storageadapter slot

サーバ ストレージ アダプタ モードを開
始します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # scope 物理ドライブ コマンド モードを開始し
physical-drive 2
ます。
ステップ 5 Server
物理ドライブの詳細を表示します。
/chassis/server/storageadapter/physicsl-drive
# show detail

例
次に、物理ドライブの情報を表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server/chassis # scope server 1
Server /chassis/server/ # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 202
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 202:
Controller: SBMezz1
Info Valid: Yes
Info Invalid Cause:
Enclosure Device ID: 252
Device ID: 8
Drive Number: 202
Health: Good
Status: Online
Boot Drive: false
Manufacturer: ATA
Model: INTEL SSDSC2BB480G4
Predictive Failure Count: 0
Drive Firmware: 0370
Type: SSD
Block Size: 512
Physical Block Size: 4096
Negotiated Link Speed: 6.0 Gb/s
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ストレージ アダプタの管理
SIOC NVMe ドライブの詳細の表示

Locator LED: false
FDE Capable: 0
FDE Enabled: 0
FDE Secured: 0
FDE Locked: 0
FDE Locked Foreign Config: 0
Enclosure Association: Direct Attached
Enclosure Logical ID: N/A
Enclosure SAS Address[0]: N/A
Enclosure SAS Address[1]: N/A
Power Cycle Count: 106
Power On Hours: 10471
Percentage Life Left: 100
Wear Status in Days: 1825
Percentage Reserved Capacity Consumed: 0
Time of Last Refresh : 2017-03-04 13:47
Operating Temperature: 34
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Interface Type: SATA
Block Count: 937703088
Raw Size: 457862 MB
Non Coerced Size: 457350 MB
Coerced Size: 456809 MB
SAS Address 0: 4433221108000000
SAS Address 1: 0x0
Power State: active
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive #

SIOC NVMe ドライブの詳細の表示
その CMC に関連付けられている SIOC の NVMe ドライブを表示するために、特定の CMC の
スコープを設定する必要があります。

（注）

この機能は、一部の S シリーズ サーバでのみ使用できます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope cmc [1 | 2]

CMC コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/CMC # scope nvmeadapter NVMe アダプタ コマンド モードを開始
adapter name
します。
ステップ 4 Server /chassis/CMC/nvmeadapter # show
nvme-physical-drive detail

SIOC NVMe 物理ドライブの詳細を表示
します。
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ストレージ アダプタの管理
SIOC NVMe ドライブの詳細の表示

例
この例では、SIOC NVMe ドライブの詳細を表示する方法を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope cmc
Server /chassis/cmc # show detail
Firmware Image Information:
ID: 1
Name: CMC1
SIOC PID: UCS-S3260-PCISIOC
Serial Number: FCH21277K8T
Update Stage: ERROR
Update Progress: OS_ERROR
Current FW Version: 4.0(0.166)
FW Image 1 Version: 0.0(4.r17601)
FW Image 1 State: BACKUP INACTIVATED
FW Image 2 Version: 4.0(0.166)
FW Image 2 State: RUNNING ACTIVATED
Reset Reason: ac-cycle
Secure Boot: ENABLED
Server /chassis # scope cmc 1
Server /chassis/cmc # scope nvmeadapter NVMe-direct-U.2-drives
Server /chassis/cmc/nvmeadapter # show nvme-physical-drive detail
Physical Drive Number SIOCNVMe1:
Product Name: Cisco 2.5 inch 1TB Intel P4501 NVMe Med. Perf. Value Endurance
Manufacturer: Intel
Serial Number: PHLF7303008G1P0KGN
Temperature: 39 degrees C
% Drive Life Used: 1
Performance Level: 100
LED Fault status: Healthy
Drive Status: Optimal
% Power on Hours: 8
Firmware Version: QDV1CP03
PCI Slot: SIOCNVMe1
Managed Id: 1
Controller Type: NVME-SFF
Controller Temperature: 39
Throttle State: 0
Throttle Start Temperature: 70
Shutdown Temperature: 80
Physical Drive Number SIOCNVMe2:
Product Name: Cisco 2.5 inch 500GB Intel P4501 NVMe Med. Perf. Value Endurance
Manufacturer: Intel
Serial Number: PHLF73440068500JGN
Temperature: 39 degrees C
% Drive Life Used: 1
Performance Level: 100
LED Fault status: Healthy
Drive Status: Optimal
% Power on Hours: 7
Firmware Version: QDV1CP03
PCI Slot: SIOCNVMe2
Managed Id: 2
Controller Type: NVME-SFF
Controller Temperature: 39
Throttle State: 0
Throttle Start Temperature: 70
Shutdown Temperature: 80
Server /chassis/cmc/nvmeadapter #
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第

12

章

コミュニケーション サービスの設定
この章は、次の項で構成されています。
• HTTP の設定 （287 ページ）
• SSH の設定 （288 ページ）
• XML API の設定 （289 ページ）
• Redfish のイネーブル化 （290 ページ）
• IPMI の設定 （291 ページ）
• SNMP の設定 （296 ページ）
• SMTP を使用して電子メール アラートを送信するようにサーバを設定する （303 ページ）

HTTP の設定
始める前に
HTTP を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope http

HTTP コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /http # set enabled {yes | no}

Cisco IMC で HTTP および HTTPS サー
ビスをイネーブルまたはディセーブルに
します。

ステップ 3 Server /http # set http-port number

HTTP 通信に使用するポートを設定しま
す。デフォルトは 80 です。

ステップ 4 Server /http # set https-port number

HTTPS 通信に使用するポートを設定し
ます。デフォルトは 443 です。
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コミュニケーション サービスの設定
SSH の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5 Server /http # set http-redirect {yes | no}

HTTPS への HTTP 要求のリダイレクト
をイネーブルまたはディセーブルにしま
す。

ステップ 6 Server /http # set timeout seconds

HTTP 要求の間に Cisco IMC がタイム ア
ウトしてセッションを終了するまで待機
する秒数を設定します。
60 ～ 10,800 の範囲の整数を入力しま
す。デフォルトは 1,800 秒です。

ステップ 7 Server /http # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、Cisco IMC に HTTP を設定する例を示します。
Server# scope http
Server /http # set enabled yes
Server /http *# set http-port 80
Server /http *# set https-port 443
Server /http *# set http-redirect yes
Server /http *# set timeout 1800
Server /http *# commit
Server /http # show
HTTP Port HTTPS Port Timeout Active Sessions Enabled HTTP Redirected
---------- ---------- -------- --------------- ------- ---------------80
443
1800
0
yes
yes
Server /http #

SSH の設定
始める前に
SSH を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope ssh

SSH コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /ssh # set enabled {yes | no}

Cisco IMC で SSH をイネーブルまたは
ディセーブルにします。
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コミュニケーション サービスの設定
XML API の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 Server /ssh # set ssh-port number

セキュア シェル アクセスに使用する
ポートを設定します。デフォルトは 22
です。

ステップ 4 Server /ssh # set timeout seconds

SSH 要求がタイム アウトしたものとシ
ステムが判断するまで待機する秒数を設
定します。
60 ～ 10,800 の範囲の整数を入力しま
す。デフォルトは 300 秒です。

ステップ 5 Server /ssh # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 6 Server /ssh # show [detail]

（任意）SSH の設定を表示します。

例
次に、Cisco IMC に SSH を設定する例を示します。
Server# scope ssh
Server /ssh # set enabled yes
Server /ssh *# set ssh-port 22
Server /ssh *# set timeout 600
Server /ssh *# commit
Server /ssh # show
SSH Port
Timeout Active Sessions Enabled
---------- -------- --------------- ------22
600
1
yes
Server /ssh #

XML API の設定
Cisco IMC 用の XML API
Cisco Cisco IMC XML アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）は、C シリー
ズ ラックマウント サーバ用の Cisco IMC に対するプログラマチック インターフェイスです。
この API は、HTTP または HTTPS 経由で XML ドキュメントを受け取ります。
XML API の詳細については、『Cisco UCS Rack-Mount Servers Cisco IMC XML API Programmer’s
Guide』を参照してください。
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コミュニケーション サービスの設定
XML API のイネーブル化

XML API のイネーブル化
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope xmlapi

XML API コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /xmlapi # set enabled {yes | no}

Cisco IMC の XML API 制御をイネーブ
ルまたはディセーブルにします。

ステップ 3 Server /xmlapi # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、Cisco IMC の XML API 制御をイネーブルにし、トランザクションをコミットす
る例を示します。
Server# scope xmlapi
Server /xmlapi # set enabled yes
Server /xmlapi *# commit
Server /xmlapi # show detail
XMLAPI Settings:
Enabled: yes
Active Sessions: 0
Max Sessions: 4
Server /xmlapi #

Redfish のイネーブル化
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server# scope redfish

目的
redfish コマンド モード を開始します。
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コミュニケーション サービスの設定
IPMI の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /redfish # set enabled {yes |no}

Cisco IMC の redfish 制御をイネーブルま
たはディセーブルにします。

ステップ 3 Server /redfish* # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
この例では、Cisco IMC の redfish 制御をイネーブルにします。
Server# scope redfish
Server /redfish # set enabled yes
Server /redfish *# commit
Server /redfish # show detail
REDFISH Settings:
Enabled: yes
Active Sessions: 0
Max Sessions: 4
Server /redfish #

IPMI の設定
IPMI Over LAN
インテリジェント プラットフォーム管理インターフェイス（IPMI）では、サーバ プラット
フォームに組み込まれているサービス プロセッサとのインターフェイスのためのプロトコルを
定義しています。このサービス プロセッサはベースボード管理コントローラ（BMC）と呼ば
れ、サーバのマザーボードに存在します。BMC は、メイン プロセッサおよびボード上の他の
要素に、簡単なシリアル バスを使用してリンクします。
通常動作の間、IPMI は、サーバのオペレーティング システムがシステム ヘルスについての情
報を取得し、システムのハードウェアを制御できるようにします。たとえば、IPMI を使用す
ると、温度、ファンの速度、および電圧などのセンサーをモニタして、問題を事前に検出でき
ます。サーバの温度が指定されているレベルより高くなった場合、サーバのオペレーティング
システムは BMC に対して、ファンの速度を上げたり、プロセッサの速度を下げたりして問題
に対処するよう指示できます。

Cisco IMC の IPMI over LAN の設定
IPMI over LAN は、Cisco IMC を IPMI メッセージで管理する場合に設定します。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
291

コミュニケーション サービスの設定
Cisco IMC の IPMI over LAN の設定

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope ipmi

IPMI コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/ipmi # set enabled {yes | no} このサーバで IPMI アクセスをイネーブ
ルまたはディセーブルにします。
ステップ 4 Server /server/ipmi # set privilege-level
{readonly | user | admin}

このサーバで IPMI セッションに割り当
て可能な最高特権レベルを指定します。
ここに表示される値は次のとおりです。
• readonly ：IPMI ユーザは情報を表
示できますが、変更できません。こ
のオプションを選択した場合、
「Administrator」、「Operator」、
または「User」ユーザ ロールを持
つ IPMI ユーザが作成できるのは、
読み取り専用の IPMI セッションだ
けです。それ以外に所持している
IPMI 特権は関係ありません。
• user ：IPMI ユーザは一部の機能を
実行できますが、管理タスクは実行
できません。このオプションを選択
した場合、「Administrator」または
「Operator」ユーザ ロールを持つ
IPMI ユーザがこのサーバで作成で
きるのは、ユーザ セッションと読
み取り専用セッションだけです。
• admin ：IPMI ユーザは使用可能な
すべてのアクションを実行できま
す。このオプションを選択した場
合、「Administrator」ユーザ ロール
を持つ IPMI ユーザは、管理者、
ユーザ、および読み取り専用セッ
ションをこのサーバで作成できま
す。

ステップ 5 Server /server/ipmi # set encryption-key
key

IPMI 通信に使用する IPMI 暗号キーを設
定します。キーの値は、40 個の 16 進数
であることが必要です。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6 Server /server/ipmi # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 7 Server /server/ipmi # randomise-key

IPMI 暗号化キーをランダムな値に設定
します。
（注）

ステップ 4 および 5 ではな
く、ステップ 6 のアクション
を実行できます。

ステップ 8 プロンプトで、y を入力し、暗号キーを IPMI 暗号化キーをランダムな値に設定
します。
ランダムにします。

例
次に、Cisco IMC に IPMI over LAN を設定する例を示します。
Server # scope server 1
Server /server # scope ipmi
Server /server/ipmi # set enabled yes
Server /server/ipmi *# set privilege-level admin
Server /server/ipmi *# set encryption-key abcdef01234567890abcdef01234567890abcdef
Server /server/ipmi *# commit
Server /server/ipmi *# show
Enabled Encryption Key
Privilege Level Limit
------- ---------------------------------------- --------------------yes
ABCDEF01234567890ABCDEF01234567890ABCDEF admin
Server /server/ipmi # randomise-key
This operation will change the IPMI Encryption Key to a random value
Continue?[y|N]y
Setting IPMI Encryption Key to a random value...
Server /server/ipmi # show
Enabled Encryption Key
Privilege Level Limit
------- ---------------------------------------- --------------------yes
abcdef01234567890abcdef01234567890abcdef admin
Server /server/ipmi #

CMC の IPMI over LAN の設定
IPMI over LAN は、CMC を IPMI メッセージで管理する場合に設定します。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /chassis # scope cmc {1 | 2}

CMC コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server # scope ipmi

IPMI コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/cmc/ipmi # set enabled {yes このサーバで IPMI アクセスをイネーブ
| no}
ルまたはディセーブルにします。
ステップ 5 Server /chassis/cmc/ipmi # set
privilege-level {readonly | user | admin}

このサーバで IPMI セッションに割り当
て可能な最高特権レベルを指定します。
ここに表示される値は次のとおりです。
• readonly ：IPMI ユーザは情報を表
示できますが、変更できません。こ
のオプションを選択した場合、
「Administrator」、「Operator」、
または「User」ユーザ ロールを持
つ IPMI ユーザが作成できるのは、
読み取り専用の IPMI セッションだ
けです。それ以外に所持している
IPMI 特権は関係ありません。
• user ：IPMI ユーザは一部の機能を
実行できますが、管理タスクは実行
できません。このオプションを選択
した場合、「Administrator」または
「Operator」ユーザ ロールを持つ
IPMI ユーザがこのサーバで作成で
きるのは、ユーザ セッションと読
み取り専用セッションだけです。
• admin ：IPMI ユーザは使用可能な
すべてのアクションを実行できま
す。このオプションを選択した場
合、「Administrator」ユーザ ロール
を持つ IPMI ユーザは、管理者、
ユーザ、および読み取り専用セッ
ションをこのサーバで作成できま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6 Server /chassis/cmc/ipmi # set
encryption-key key

IPMI 通信に使用する IPMI 暗号キーを設
定します。キーの値は、40 個の 16 進数
であることが必要です。

ステップ 7 Server /chassis/cmc/ipmi # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 8 Server /chassis/cmc/ipmi # randomise-key IPMI 暗号化キーをランダムな値に設定
します。
（注）

ステップ 4 および 5 ではな
く、ステップ 6 のアクション
を実行できます。

ステップ 9 プロンプトで、y を入力し、暗号キーを IPMI 暗号化キーをランダムな値に設定
します。
ランダムにします。

例
次に、CMC 1 に IPMI over LAN を設定する例を示します。
Server # scope chassis
Server # scope cmc 1
Server /chassis # scope ipmi
Server /chassis/cmc/ipmi # set enabled yes
Server /chassis/cmc/ipmi *# set privilege-level admin
Server /chassis/cmc/ipmi *# set encryption-key abcdef01234567890abcdef01234567890abcdef
Server /chassis/cmcipmi *# commit
Server /chassis/cmc/ipmi *# show
Enabled Encryption Key
Privilege Level Limit
------- ---------------------------------------- --------------------yes
ABCDEF01234567890ABCDEF01234567890ABCDEF admin
Server /chassis/cmc/ipmi # randomise-key
This operation will change the IPMI Encryption Key to a random value
Continue?[y|N]y
Setting IPMI Encryption Key to a random value...
Server /chassis/cmc/ipmi # show
Enabled Encryption Key
Privilege Level Limit
------- ---------------------------------------- --------------------yes
abcdef01234567890abcdef01234567890abcdef admin
Server /chassis/cmc/ipmi #
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SNMP の設定
SNMP
Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバ は、サーバの設定およびステータスを表示した
り、SNMP トラップによって障害とアラートを送信したりするために、簡易ネットワーク管理
プロトコル（SNMP）をサポートしています。Cisco IMC でサポートされている管理情報ベー
ス（MIB）ファイルの詳細については、次の URL にある『MIB Quick Reference for Cisco UCS』
を参照してください：http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/mib/b-series/
b_UCS_MIBRef.html

SNMP プロパティの設定
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope snmp

SNMP コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /snmp # set enabled {yes | no}

SNMP をイネーブルまたはディセーブ
ルにします。
（注）

追加の SNMP コンフィギュ
レーションコマンドが受け入
れられる前には、SNMP をイ
ネーブルにして保存する必要
があります。

ステップ 3

Server /snmp # commit

ステップ 4

Server /snmp # set enable-serial-num {yes サーバのリアル番号を使用してトラッ
| no}
プにプレフィックスを追加します。

ステップ 5

Server /snmp # set snmp-port ポート番
号

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

SNMP エージェントを実行するポート
番号を設定します。1 ～ 65535 の範囲
内の数字を選択できます。デフォルト
ポート番号は、161 です。
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SNMP プロパティの設定

コマンドまたはアクション

目的
（注）

システムコールに予約済みの
ポート番号（たとえば 22、
23、80、123、443、623、
389、636、3268、3269、2068
など）は、SNMP ポートとし
て使用できません。

ステップ 6

Server /snmp # set community-str コミュ Cisco IMC が SNMP ホストに送信する
トラップ メッセージに含まれるデフォ
ニティ
ルトの SNMP v1 または v2c コミュニ
ティ名を指定します。名前には最大 18
文字を使用できます。

ステップ 7

Server /snmp # set community-access

[Disabled]、[Limited]、または [Full] の
いずれかになります。

ステップ 8

Server /snmp # set trap-community-str

トラップ情報が送信される SNMP コ
ミュニティ グループを指定します。名
前には最大 18 文字を使用できます。

ステップ 9

Server /snmp # set sys-contact 連絡先

SNMP の実装を担当する、システムの
連絡先を指定します。連絡先情報に
は、電子メール アドレス、名前と電話
番号などを最大 254 文字で指定できま
す。スペースが含まれている値を入力
するには、エントリを引用符で囲む必
要があります。

ステップ 10

Server /snmp # set sys-location 場所

SNMP エージェント（サーバ）が実行
されるホストの場所を指定します。ロ
ケーション情報には最大 254 文字を使
用できます。スペースが含まれている
値を入力するには、エントリを引用符
で囲む必要があります。

ステップ 11

Server /snmp # commit

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

例
次に、SNMP プロパティを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
Server# scope snmp
Server /snmp # set enabled yes
Server /snmp *# commit
Server /snmp *# set enable-serial-num yes
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Server /snmp *# set snmp-port 20000
Server /snmp *# set community-str cimcpublic
Server /snmp *# set community-access Full
Server /snmp *# set trap-community-str public
Server /snmp *# set sys-contact "User Name <username@example.com> +1-408-555-1212"
Server /snmp *# set sys-location "San Jose, California"
Server /snmp *# commit
Server /snmp # show detail
SNMP Settings:
SNMP Port: 20000
System Contact: User Name <username@example.com> +1-408-555-1212
System Location: San Jose, California
SNMP Community: cimcpublic
SNMP Trap Community: public
SNMP Community access: Full
Enabled: yes
Serial Number Enabled: yes
Server /snmp #

次のタスク
「SNMP トラップ設定の指定 （298 ページ）」の説明に従って SNMP トラップ設定を設定しま
す。

SNMP トラップ設定の指定
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• トラップの設定を実行する前に、SNMP をイネーブルにして保存する必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope snmp

SNMP コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /snmp # scope trap-destinations
number

指定した宛先に対して SNMP トラップ
宛先コマンド モードを開始します。4 つ
の SNMP トラップ宛先を使用できます。
宛先の number は、1 ～ 15 の範囲の整数
です。

ステップ 3 Server /snmp/trap-destinations # set enabled SNMP トラップ宛先をイネーブルまたは
{yes | no}
ディセーブルにします。
ステップ 4 Server /snmp/trap-destinations # set version 必要なトラップ メッセージの SNMP
{ | 2 | 3}
バージョンを指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5 Server /snmp/trap-destinations # set type
{trap | inform}

SNMPv3 トラップは SNMPv3
ユーザおよびキー値が正しく
設定されている場所だけに配
信されます。

SNMP 通知メッセージを単純なトラップ
として送信するのか、レシーバによる確
認応答が必要なインフォーム要求として
送信するかを指定します。
（注）

通知オプションは V2 ユーザに
対してのみ選択できます。

ステップ 6 Server /snmp/trap-destinations # set user
user
ステップ 7 Server /snmp/trap-destination # set
trap-addr trap destination address

トラップ情報を送信するトラップの宛先
アドレスを指定します。トラップの宛先
として IPv4 または IPv6 アドレスまたは
ドメイン名を設定できます。
（注）

Ipv6 をイネーブルにすると、
SNMP トラップの宛先発信元
アドレスは、SLAAC Ipv6 アド
レス（使用可能な場合）か
ユーザが割り当てた IPv6 アド
レスのいずれかにすることが
できます。これらは両方と
も、サーバを一意に識別する
有効な SNMP Ipv6 宛先アドレ
スです。

ステップ 8 Server /snmp/trap-destinations # set
trap-port trap destination port

サーバがトラップの宛先との通信に使用
するポート番号を設定します。1 ～
65535 の範囲内の数字を選択できます。

ステップ 9 Server /snmp/trap-destination # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、汎用の SNMP トラップとトラップの宛先番号 1 を設定し、トランザクションを
コミットする例を示します。
Server# scope snmp
Server /snmp # Scope trap-destinations 1
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Server /snmp/trap-destination *# set enabled yes
Server /snmp/trap-destination *# set version 2
Server /snmp/trap-destination *# set type inform
Server /snmp/trap-destination *# set user user1
Server /snmp/trap-destination *# set trap-addr www.cisco.com
Server /snmp/trap-destination *# set trap-port 10000
Server /snmp/trap-destination *# commit
Server /snmp/trap-destination # show detail
Trap Destination 1:
Enabled: yes
SNMP version: 2
Trap type: inform
SNMP user: user1
Trap Address: www.cisco.com
Trap Port: 10000
Delete Trap: no
Server /snmp/trap-destination #

テスト SNMP トラップ メッセージの送信
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope snmp

SNMP コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /snmp # send-test-trap

イネーブルにされている設定済みの
SNMP トラップ宛先に SNMP テスト ト
ラップを送信します。
（注）

テスト メッセージを送信する
ために、トラップは設定済み
で、イネーブルにされている
必要があります。

例
次に、イネーブルにされているすべての SNMP トラップ宛先にテスト メッセージを送
信する例を示します。
Server# scope snmp
Server /snmp # send-test-trap
SNMP Test Trap sent to the destination.
Server /snmp #
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SNMPv3 ユーザの設定
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• これらのコンフィギュレーション コマンドが受け入れられる前には、SNMP をイネーブル
にして保存する必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope snmp

SNMP コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /snmp # scope v3users number

指定したユーザ番号の SNMPv3 ユーザ
のコマンド モードを開始します。

ステップ 3

サーバ/snmp/v3users # set v3add {yes |no} SNMPv3 ユーザを追加または削除しま
す。次のいずれかになります。
• yes：このユーザは SNMPv3 ユーザ
としてイネーブルになり、SNMP
OID ツリーにアクセスできます。
（注）

セキュリティ名とセキュ
リティレベルがこの時点
で設定されていないと、
ユーザの追加に失敗しま
す。

• no：このユーザ設定は削除されま
す。
ステップ 4

Server /snmp/v3users # set
v3security-name security-name

ステップ 5

Server /snmp/v3users # set v3security-level このユーザのセキュリティ レベルを選
{noauthnopriv |authnopriv |authpriv}
択します。次のいずれかになります。

このユーザの SNMP ユーザ名を入力し
ます。

• noauthnopriv：このユーザには、
許可パスワードもプライバシー パ
スワードも必要ありません。
• authnopriv：このユーザには許可
パスワードが必要ですが、プライ
バシー パスワードは不要です。こ
のオプションを選択した場合は、
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コマンドまたはアクション

目的
認証キーを設定する必要がありま
す。
• authpriv：このユーザには、許可
パスワードとプライバシー パス
ワードの両方が必要です。このオ
プションを選択した場合は、認証
キーおよび秘密暗号キーを設定す
る必要があります。

ステップ 6

Server /snmp/v3users # set v3proto {MD5 このユーザの認証プロトコルを選択し
|SHA}
ます。

ステップ 7

Server /snmp/v3users # set v3auth-key
auth-key

このユーザの許可パスワードを入力し
ます。

ステップ 8

Server /snmp/v3users # set v3priv-proto
{DES |AES}

このユーザの暗号化プロトコルを選択
します。

ステップ 9

Server /snmp/v3users # set v3priv-auth-key このユーザの秘密暗号キー（プライバ
priv-auth-key
シー パスワード）を入力します。

ステップ 10

Server /snmp/v3users # commit

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

例
次に、SNMPv3 ユーザ番号 2 を設定し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
Server# scope snmp
Server /snmp # scope v3users 2
Server /snmp/v3users # set v3add yes
Server /snmp/v3users *# set v3security-name ucsSNMPV3user
Server /snmp/v3users *# set v3security-level authpriv
Server /snmp/v3users *# set v3proto SHA
Server /snmp/v3users *# set v3auth-key
Please enter v3auth-key:ex4mp1ek3y
Please confirm v3auth-key:ex4mp1ek3y
Server /snmp/v3users *# set v3priv-proto AES
Server /snmp/v3users *# set v3priv-auth-key
Please enter v3priv-auth-key:!1@2#3$4%5^6&7*8
Please confirm v3priv-auth-key:!1@2#3$4%5^6&7*8
Server /snmp/v3users *# commit
Settings are being applied ... allow a few minutes for the process to complete
Server /snmp/v3users # show detail
User 2:
Add User: yes
Security Name: ucsSNMPV3user
Security Level: authpriv
Auth Type: SHA
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Auth Key: ******
Encryption: AES
Private Key: ******
Server /snmp/v3users #

SMTP を使用して電子メール アラートを送信するように
サーバを設定する
Cisco IMC は、SNMP に依存せずに受信者に対する電子メール ベースのサーバ障害の通知をサ
ポートします。システムは Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）を使用して、設定された SMTP
サーバに電子メール アラートとしてサーバ障害を送信します。
最大 4 人の受信者がサポートされます。

電子メール アラートを受信するように SMTP サーバを設定
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope smtp

SMTP コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /smtp # set enabled {yes | no}

SMTP 機能をイネーブルまたはディセー
ブルにします。

ステップ 3 Server /smtp * # set server-addr IP_Address SMTP サーバの IP アドレスを割り当て
ます。
ステップ 4 Server /smtp * # set fault-severity {critical メール アラートに障害の重大度を割り
| major | minor | warning | condition}
当てます。
ステップ 5 Server /smtp * # set port port_number

SMTP サーバに使用するポート番号を指
定します。

ステップ 6 Server /smtp # set-mail-addr {recipient1 選択した受信者に割り当てられたメール
|recipient2 |recipient3 |recipient4\\それに アドレスにテスト メール アラートを送
類する項目
信します。
ステップ 7 Server /smtp * # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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コマンドまたはアクション
ステップ 8 Server /smtp # send-test-mail recipient1

目的
選択した受信者に割り当てられたメール
アドレスにテスト メール アラートを送
信します。

例
この例では、メール アラートを受信するための SMTP を設定する方法を示します。

Server # scope smtp
Server /smtp # set enabled yes
Server /smtp *# set server-addr 10.10.10.10
Server /smtp *# set fault-severity major
Server /smtp *# set port 25
Server /smtp # set-mail-addr recipient1 test@cisco.com
There is no change in the configured port number.
Please verify if you wish to choose a different one before commit.
Server /smtp *# commit
Server /smtp # show detail
SMTP Setting:
Enabled: yes
Port Number: 25
Server Address: 10.104.10.10
Minimum Severity to Report: critical
Recipient1:
Name
: test@cisco.com
Reachable: na
Recipient2:
Name
:
Reachable: na
Recipient3:
Name
:
Reachable: na
Recipient4:
Name
:
Reachable: na
Server /smtp # send-test-mail recipient1
Test mail sent Successful.
Server /smtp # show detail
SMTP Setting:
Enabled: yes
Port Number: 25
Server Address: 10.10.10.10
Minimum Severity to Report: critical
Recipient1:
Name
: test@cisco.com
Reachable: yes
Recipient2:
Name
:
Reachable: na
Recipient3:
Name
:
Reachable: na
Recipient4:
Name
:
Reachable: na
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Server /smtp #
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13

章

証明書とサーバ セキュリティの管理
この章は、次の項で構成されています。
• サーバ証明書の管理 （307 ページ）
• 証明書署名要求の生成 （308 ページ）
• 信頼できない CA 署名付き証明書の作成 （310 ページ）
• サーバ証明書のアップロード （313 ページ）
• KMIP （314 ページ）

サーバ証明書の管理
証明書署名要求（CSR）を生成して新しい証明書を取得し、新しい証明書を Cisco IMC にアッ
プロードして現在のサーバ証明書と交換することができます。サーバ証明書は、Verisign のよ
うなパブリック認証局（CA）、または独自に使用している認証局のいずれかによって署名さ
れます。生成される証明書キーの長は 2048 ビットです。

（注）

この章に記載されている以下のタスクを実行する前に、Cisco IMC の時刻が現在の時刻に設定
されていることを確認します。

手順

ステップ 1 Cisco IMC から CSR を生成します。
ステップ 2 証明書の発行と署名を行う認証局に CSR ファイルを送信します。組織で独自の自己署名証明
書を生成している場合は、CSR ファイルを使用して自己署名証明書を生成できます。
ステップ 3 新しい証明書を Cisco IMC にアップロードします。
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（注）

アップロードされた証明書は、Cisco IMC によって生成された CSR から作成される必
要があります。この方法で作成されていない証明書はアップロードしないでくださ
い。

証明書署名要求の生成
自己署名証明書は、generate-csr コマンドを使用して手動で生成するか、ホスト名の変更時に
自動的に生成できます。ホスト名の変更および事自己署名証明書の自動生成の詳細は、「共通
プロパティの設定」セクションを参照してください。
証明書署名要求を手動で生成するには、次の手順を実行します。
始める前に
• 証明書を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• Cisco IMC の時刻が現在の時刻に設定されていることを確認します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope certificate

証明書コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /certificate # generate-csr

証明書署名要求（CSR）の生成に関する
ダイアログを起動します。

証明書署名要求に関して、次の情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。
名前

説明

[コモンネーム（Common
Name）] フィールド

Cisco IMC の完全修飾名。
デフォルトでは、サーバの CN は CXXX-YYYYYY 形式で表
示されます（XXX はサーバのモデル番号で YYYYYY はシリ
アル番号です）。
最新バージョンにアップグレードするとき、CN はそのまま保
持されます。

[Organization Name] フィールド 証明書を要求している組織。
[組織単位（Organization Unit）] 組織ユニット。
フィールド
[地域（Locality）] フィールド 証明書を要求している会社の本社が存在する市または町。
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名前

説明

[State Name] フィールド

証明書を要求している会社の本社が存在する州または行政区
分。

[Country Code] ドロップダウン 会社が存在する国。
リスト
[Email] フィールド

会社の電子メールの連絡先。

要求された情報を入力すると、証明書署名要求が生成され、コンソール出力に表示されます。
CSR ファイルは作成されませんが、コンソール出力から CSR 情報をコピーして、テキスト
ファイルに貼り付けることができます。

例
次に、証明書署名要求を生成する例を示します。
Server# scope certificate
Server /certificate # generate-csr
Common Name (CN): test.example.com
Organization Name (O): Example, Inc.
Organization Unit (OU): Test Department
Locality (L): San Jose
StateName (S): CA
Country Code (CC): US
Email: user@example.com
Continue to generate CSR?[y|N]y

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE
BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvzxmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=
-----END CERTIFICATE REQUEST----Copy everything from "-----BEGIN ..." to "END CERTIFICATE REQUEST-----",
paste to a file, send to your chosen CA for signing,
and finally upload the signed certificate via upload command.
---OR--Continue to self sign CSR and overwrite the current certificate?
All HTTPS and SSH sessions will be disconnected. [y|N]N

次のタスク
次のいずれかの作業を実行します。
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• 公共の認証局から証明書を取得せず、組織も独自の認証局を運用していない場合、CSR か
ら自己署名証明書を内部生成し、すぐにサーバにアップロードするよう、Cisco IMC を設
定できます。この処理を行うには、この例では最後のプロンプトの後に y と入力します。
• 組織が自己署名証明書を生成するための独自の証明書サーバを運用している場合は、
「-----BEGIN ...」から「END CERTIFICATE REQUEST-----」までのコマンド出力をコピー
して、csr.txt というファイルに貼り付けます。CSR ファイルを証明書サーバに入力して、
自己署名証明書を生成します。
• 公共の認証局から証明書を取得する場合は、「-----BEGIN ...」から「END CERTIFICATE
REQUEST-----」までのコマンド出力をコピーして、csr.txt というファイルに貼り付けま
す。CSR ファイルを認証局に提出して、署名付き証明書を取得します。
• 証明書のタイプが [サーバ（Server）] であることを確認します。
Cisco IMC によって自己署名証明書を内部生成し、アップロードする最初のオプションを使用
しない場合は、証明書コマンド モードで upload コマンドを使用して新しい証明書をアップロー
ドする必要があります。

信頼できない CA 署名付き証明書の作成
パブリック認証局（CA）を使用してサーバ証明書の生成と署名を行う代わりに、独自の CA
を運用して独自の証明書に署名することができます。このセクションでは、Linux で実行され
ている OpenSSL 証明書サーバを使用して CA を作成するコマンドおよびサーバ証明書を生成
するコマンドについて説明します。OpenSSL の詳細については、http://www.openssl.org を参照
してください。

（注）

これらのコマンドは、Cisco IMC ではなく、OpenSSL パッケージを使用している Linux サーバ
で入力します。

始める前に
• 組織内のサーバで、証明書サーバのソフトウェア パッケージを取得してインストールしま
す。
• Cisco IMC の時刻が現在の時刻に設定されていることを確認します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 openssl genrsa -out CA_keyfilename keysize このコマンドは、CA で使用される RSA
秘密キーを生成します。
例：
# openssl genrsa -out ca.key 2048

（注）

ユーザ入力なしで CA がキー
にアクセスできるように、こ
のコマンドに -des3 オプション
は使用しないでください。

指定されたファイル名には、指定された
サイズの RSA キーが含まれています。
ステップ 2 openssl req -new -x509 -days numdays -key このコマンドは、指定されたキーを使用
CA_keyfilename -out CA_certfilename
して、CA の自己署名証明書を新規に作
成します。証明書は指定された期間有効
例：
# openssl req -new -x509 -days 365 -key になります。このコマンドは、ユーザに
ca.key -out ca.crt
証明書の追加情報を求めるプロンプトを
表示します。
証明書サーバは、アクティブな CA で
す。
ステップ 3 echo "nsCertType = server" > openssl.conf このコマンドは、証明書がサーバ限定の
証明書であることを指定する行を
例：
OpenSSL 設定ファイルに追加します。
# echo "nsCertType = server" >
この指定により、認証されたクライアン
openssl.conf
トがサーバになりすます
man-in-the-middle 攻撃を防御できます。
OpenSSL 設定ファイル openssl.conf に
は、"nsCertType = server" という文が含
まれています。
ステップ 4 openssl x509 -req -days numdays -in
このコマンドは、CA が CSR ファイルを
CSR_filename -CA CA_certfilename
使用してサーバ証明書を生成するように
-set_serial 04 -CAkey CA_keyfilename -out 指示します。
server_certfilename -extfile openssl.conf
サーバ証明書は、出力ファイルに含まれ
例：
ています。
# openssl x509 -req -days 365 -in
csr.txt -CA ca.crt -set_serial 04
-CAkey ca.key -out myserver05.crt
-extfile openssl.conf
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コマンドまたはアクション
ステップ 5 openssl x509 -noout -text -purpose -in
<cert file>
例：
openssl x509 -noout -text -purpose -in
<cert file>

目的
生成された証明書のタイプが [Server] で
あることを確認します。
（注）

フィールド [Server SSL] および
[Netscape SSL] サーバの値が
[Yes] でない場合は、タイプが
[Server] の証明書を生成するよ
うに openssl.conf が設定されて
いることを確認します。

ステップ 6 （任意） 生成された証明書に正しい使 正しい使用期限が設定された証明書が作
用期限が設定されていない場合は、Cisco 成されます。
IMC の時刻が現在の時刻に設定されて
いることを確認し、ステップ 1 ～ 5 を繰
り返して証明書を再生成します。

例
この例は、CA の作成方法、および新規に作成された CA が署名するサーバ証明書の生
成方法を示します。これらのコマンドは、OpenSSL を実行している Linux サーバで入
力します。
# /usr/bin/openssl genrsa -out ca.key 2048 Generating RSA private key, 2048
bit long modulus .............++++++ .....++++++ e is 65537 (0x10001) #
/usr/bin/openssl req -new -x509 -days 365 -key ca.key -out ca.crt You are about
to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate
request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name
or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some
fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left
blank. ----- Country Name (2 letter code) [GB]:US State or Province Name (full
name) [Berkshire]:California Locality Name (eg, city) [Newbury]:San Jose
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:Example Incorporated
Organizational Unit Name (eg, section) []:Unit A Common Name (eg, your name or
your server's hostname) []:example.com Email Address []:admin@example.com #
echo "nsCertType = server" > openssl.conf # /usr/bin/openssl x509 -req -days
365 -in csr.txt -CA ca.crt -set_serial 01 -CAkey ca.key -out server.crt -extfile
openssl.conf Signature ok subject=/C=US/ST=California/L=San Jose/O=Example
Inc./OU=Unit A/CN=example.com/emailAddress=john@example.com Getting CA Private
Key #

次のタスク
新しい証明書を Cisco IMC にアップロードします。
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サーバ証明書のアップロード
始める前に
• 証明書をアップロードするには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があり
ます。
• アップロードする証明書は、読み取り可能テキストとして使用できる必要があります。
アップロード手順で、証明書テキストをコピーして CLI に貼り付けます。
• 生成された証明書のタイプが [サーバ（Server）] であることを確認します。
• 次の証明書形式がサポートされています。
• .crt
• .cer
• .pem

（注）

最初に、Cisco IMC 証明書管理 CSR の生成手順を使用して CSR を生成し、その CSR を使用し
てアップロード用の証明書を取得する必要があります。この方法で取得されていない証明書は
アップロードしないでください。

（注）

新しいサーバ証明書がアップロードされると、現在の HTTPS および SSH セッションはすべて
切断されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope certificate

証明書コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /certificate # upload

新しいサーバ証明書を入力してアップ
ロードするためのダイアログが起動しま
す。

プロンプトが表示されたら、証明書テキストをコピーしてコンソールに貼り付け、CTRL を押
した状態で D を押して証明書をアップロードします。
例
次に、新しい証明書をサーバにアップロードする例を示します。
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Server# scope certificate
Server /certificate # upload
Please paste your certificate here, when finished, press CTRL+D.
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE
BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvzxmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=
-----END CERTIFICATE----<CTRL+D>

KMIP
キー管理相互運用性プロトコル
キー管理相互運用性プロトコル（KMIP）は、主要な管理サーバでキーまたは機密データを処
理するためのメッセージ形式を定義する通信プロトコルです。KMIP はオープン スタンダード
で、複数のベンダーによってサポートされています。キー管理には、複数の相互運用可能な実
装が伴うため、KMIP クライアントは KMIP サーバと効率的に連動します。
自己暗号化ドライブ（SED）には、リアルタイムで着信データを暗号化し、発信データを復号
するハードウェアが含まれています。ドライブまたはメディア暗号化キーは、この機能を制御
します。しかし、セキュリティを維持するために、ドライブはロックされている必要がありま
す。セキュリティ キー ID とセキュリティ キー（キー暗号キー）を使用すると、この目的を達
成できます。キー ID では、ドライブに一意の ID が提供されます。
異なるキーには異なる使用要件があります。現在、ローカル キーの管理および追跡の責任は主
にユーザにあるため、人的ミスが生じる可能性があります。ユーザはさまざまなキーとそれら
の機能を覚えている必要があり、それが困難な場合があります。KMIP は、この懸念領域に対
処し、人的関与なしでキーを効率的に管理します。

KMIP の有効化または無効化
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # set enabled {yes KMIP をイネーブルまたはディセーブル
| no}
にします。
ステップ 5 Server /server/bmc/kmip *# commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 6 （任意） Server /server/bmc/kmip # show KMIP ステータスを表示します。
detail

例
次に KMIP を有効にする例を示します。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
Server /server/bmc/kmip # set enabled yes
Server /server/bmc/kmip *# commit
Server /server/bmc/kmip # show detail
Enabled: yes
Server /server/bmc/kmip #

KMIP サーバ ログインの資格情報の構成
この手順では、KMIP サーバのログイン資格情報を設定し、KMIP サーバのログイン資格情報
をメッセージ認証に必須にする方法を示しています。
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

目的
KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # scope kmip-login KMIP ログイン コマンド モードを開始
します。
ステップ 5 Server /server/bmc/kmip/kmip-login # set
login username

KMIP サーバのユーザ名を設定します。

ステップ 6 Server /server/bmc/kmip/kmip-login * # set プロンプトでパスワードを入力し、パス
password
ワードの確認プロンプトで再度同じパス
ワードを入力します。これで KMIP サー
バのパスワードが設定されます。
ステップ 7 Server /server/bmc/kmip/kmip-login * # set KMIP サーバのログイン資格情報をメッ
use-kmip-cred {yes | no}
セージ認証に必須にするかどうかを決定
します。
ステップ 8 Server /server/bmc/kmip/kmip-login * #
commit

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

ステップ 9 （任意） Server
/server/bmc/kmip/kmip-login # restore

KMIP の設定をデフォルトに戻します。

例
次に、KMIP サーバの資格情報を設定する例を示します。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-login
Server /server/bmc/kmip/kmip-login # set login username
Server /server/bmc/kmip/kmip-login *# set password
Please enter password:
Please confirm password:
Server /server/bmc/kmip/kmip-login *# set use-kmip-cred yes
Server /server/bmc/kmip/kmip-login *# commit
Server /server/bmc/kmip/kmip-login # show detail
Use KMIP Login: yes
Login name to KMIP server: username
Password to KMIP server: ******
You can restore the KMIP server credentials to default settings by preforming the following
step:
Server /server/bmc/kmip/kmip-login # restore
Are you sure you want to restore KMIP settings to defaults?
Please enter 'yes' to confirm: yes
Restored factory-default configuration.
Server /server/bmc/kmip/kmip-login # show detail
Use KMIP Login: no
Login name to KMIP server:
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Password to KMIP server: ******
Server /server/bmc/kmip/kmip-login #

KMIP 設定のクライアント秘密キーおよびクライアント証明書の作成
パブリック認証局（CA）を使用してサーバ証明書の生成と署名を行う代わりに、独自の CA
を運用して独自の証明書に署名することができます。このセクションでは、Linux で実行され
ている OpenSSL 証明書サーバを使用して CA を作成するコマンドおよびサーバ証明書を生成
するコマンドについて説明します。OpenSSL の詳細については、http://www.openssl.org を参照
してください。

（注）

これらのコマンドは、Cisco IMC ではなく、OpenSSL パッケージを使用している Linux サーバ
で入力します。

始める前に
• 組織内のサーバで、証明書サーバのソフトウェア パッケージを取得してインストールしま
す。
• Cisco IMC の時刻が現在の時刻に設定されていることを確認します。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 openssl genrsa -out
Client_Privatekeyfilename keysize
例：
# openssl genrsa –out
client_private.pem 2048

目的
このコマンドは、クライアント証明書の
生成に使用されるクライアント秘密キー
を生成します。
指定されたファイル名には、指定された
サイズの RSA キーが含まれています。

ステップ 2 openssl req -new -x509 -days numdays -key このコマンドは、前の手順で入手したク
Client_Privatekeyfilename -out
ライアント秘密キーを使用して、新しい
Client_certfilename
自己署名クライアント証明書を生成しま
す。証明書は指定された期間有効になり
例：
ます。このコマンドは、ユーザに証明書
# openssl req -new -x509 -key
client_private.pem -out client.pem
の追加情報を求めるプロンプトを表示し
-days 365
ます。
新しい自己署名クライアント証明書が作
成されます。
ステップ 3 KMIP サーバから KMIP ルート CA 証明 ルート CA 証明書の取得については、
書を取得します。
KMIP のベンダー マニュアルを参照して
ください。
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次のタスク
新しい証明書を Cisco IMC にアップロードします。

KMIP サーバ接続のテスト
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # scope
kmip-server サーバ ID

選択した KMIP サーバのコマンド モー
ドを開始します。

ステップ 5 Server /server/bmc/kmip/kmip-server #
test-connectivity

KMIP サーバの接続を確認します。

例
次に、KMIP サーバの接続をテストする例を示します。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-server 1
Server /server/bmc/kmip/kmip-server # test-connectivity
Able to connect to KMIP server.
Server /server/bmc/kmip/kmip-server #

KMIP サーバ プロパティの構成
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

目的
サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # scope
kmip-server サーバ ID

選択した KMIP サーバのコマンド モー
ドを開始します。

ステップ 5 Server /server/bmc/kmip/kmip-server # set
kmip-port

KMIP ポートを設定します。

ステップ 6 Server /server/bmc/kmip/kmip-server *# set KMIP サーバ ID を設定します。
kmip-server
ステップ 7 Server /server/bmc/kmip/kmip-server # set
kmip-timeout

KMIP サーバのタイムアウトを設定しま
す。

ステップ 8 Server /server/bmc/kmip/kmip-server #
commit

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

ステップ 9 （任意） Server
KMIP サーバの詳細を表示します。
/server/bmc/kmip/kmip-server # show detail

例
次に、KMIP サーバの接続をテストする例を示します。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-server 1
Server /server/bmc/kmip/kmip-server # set kmip-port 5696
Server /server/bmc/kmip/kmip-server * # set kmip-server kmipserver.com
Server /server/bmc/kmip/kmip-server * # set kmip-timeout 10
Server /server/bmc/kmip/kmip-server * # commit
Server /server/bmc/kmip/kmip-server # show detail
Server number 1:
Server domain name or IP address: kmipserver.com
Port: 5696
Timeout: 10
Server /server/bmc/kmip/kmip-server #

KMIP クライアント証明書のダウンロード
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # set enabled yes KMIP を有効にします。
ステップ 5 Server /server/bmc/kmip *# commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 6 Server /server/bmc/kmip # scope
kmip-client-certificate

KMIP クライアント証明書コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 7 Server
リモート サーバに接続するためのプロ
/server/bmc/kmip/kmip-client-certificate # トコルを指定します。次のいずれかのタ
download-client-certificate remote-protocol イプを指定できます。
IP アドレス KMIP クライアント証明書
• TFTP
ファイル
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 8 確認プロンプトで、y と入力します。

これにより KMIP クライアント証明書の
ダウンロードが開始されます。

ステップ 9 （任意） Server
/server/bmc/kmip/kmip-client-certificate #
paste-client-certificate

プロンプトで、署名付き証明書の内容を
貼り付け、Ctrl+D を押します。
（注）

前の手順のリモート サーバ メ
ソッドを使用するか、貼り付
けオプションを使用して、ク
ライアント証明書をダウン
ロードできます。

例
この例は、KMIP クライアント証明書をダウンロードします。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
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Server /server/bmc/kmip # set enabled yes
Server /server/bmc/kmip *# commit
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-client-certificate
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-certificate # show detail
KMIP client certificate Available: 1
Download client certificate Status: COMPLETED
Export client certificate Status: NONE
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-certificate # download-client-certificate tftp
10.10.10.10 KmipCertificates/
svbu-xx-blr-dn1-13_ClientCert.pem
You are going to overwrite the KMIP client certificate.
Are you sure you want to proceed and overwrite the KMIP client certificate? [y|N]y
KMIP client certificate downloaded successfully
You can either use the remote server method from the previous steps or use the paste
option to download the client certificate.
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-certificate # paste-client-certificate
Please paste your certificate here, when finished, press CTRL+D.
----BEGIN CERTIFICATE----MIIDTzCCAjegAwIBAgIQXuWPdBbyTb5M7/FT8aAjZTANBgkqhkiG9w0BAQUFADA6
MRMwEQYKCZImiZPyLGQBGRYDY29tMRMwEQYKCZImiZPyLGQBGRYDbmV3MQ4wDAYD
VQQDEwVuZXdDQTAeFw0xNTAzMTIxMTM5MTZaFw0yMDAzMTIxMTQ5MTVaMDoxEzAR
BgoJkiaJk/IsZAEZFgNjb20xEzARBgoJkiaJk/IsZAEZFgNuZXcxDjAMBgNVBAMT
BW5ld0NBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuPSAwHtk0IbM
Cd5tYdCa498bfX5Nfdgnq5zE+cGIOqv0dAkucofC/Y0+m7hne9H12aQ9SqTOK1+L
5IT3PVCczhasI7L7jAa+Oe5AOYw7Nsugw5Bd23n42BTVMMp7xsgr1mVfFoHXbBkQ
wiT9DieyImSyGiq5n0/8Iooc0iN5WPMVcHO2ysz76jR8p07xRqgYNCl6cbKAhWfZ
oYIwjhpZv0+SXEs8sEJZKDUhWIfOIpnDL7MoZYgl/kymgs/0hsW4L338jy303c7T
TwnG2/7BOMK0YFkEhqcjlkamGP7MKB2T9e/Cug6VkvFSkkim8M1eHx1gEnQxRtAG
YGp1n55iHQIDAQABo1EwTzALBgNVHQ8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAd
BgNVHQ4EFgQUl2F3U7cggzCuvRWliZWg91n5lccwEAYJKwYBBAGCNxUBBAMCAQAw
DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAJXoJJDDB3QH0q8VY8G/oC1SkAwyOE1dH0NdxFES
tNqQMTaRB2Sb2L/ZzAtfIaZ0Xab9Ig4MqNIMBbHDCwlzhD5gX42GPYWhA/GjRj3O
Q5KcRaEFomxp+twRrJ25ScVSczKJaRonWqKDVL9TwoSuDar3ObiS9ZC0KuBBf0vu
dzrJEYY/1zz7WVPZVyevhba3VSt4LW75URTqOKBSuKO+fvGyyNHWvMPFEIEnJAKt
7QmhO2fiWhD8CxaPFIByqkvrJ96no6oBxdEcjm9n1MttF/UJcpypSPH+46mRn5Az
SzgCBftYNjBPLcwbZGJkF/GpPwjd0TclMM08UOdqiTxR7Ts=
-----END CERTIFICATE----You are going to overwrite the KMIP Client Certificate.
Are you sure you want to proceed and overwrite the KMIP Client Certificate? [y|N]
y
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-certificate #

KMIP クライアント証明書のエクスポート
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• KMIP クライアント証明書をエクスポートするには、証明書がダウンロードされている必
要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # scope
kmip-client-certificate

KMIP クライアント証明書コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 5 Server
リモート サーバに接続するためのプロ
/server/bmc/kmip/kmip-client-certificate # トコルを指定します。次のいずれかのタ
export-client-certificate remote-protocol IP イプを指定できます。
アドレス KMIP ルート CA 証明書ファイ
• TFTP
ル
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
323

証明書とサーバ セキュリティの管理
KMIP クライアント証明書のエクスポート

コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

証明書のエクスポートを開始します。
ステップ 6 （任意） Server
/server/bmc/kmip/kmip-client-certificate #
show detail

証明書のエクスポートのステータスを表
示します。

例
この例は、KMIP クライアント証明書をエクスポートします。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-client-certificate
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-certificate # export-client-certificate ftp
10.10.10.10 /TFTP_DIR/KmipCertificates
/svbu-xx-blr-dn1-13_ClientCert.pem_exported_ftp
Username: username
Password:
KMIP Client Certificate exported successfully
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-certificate # show detail
KMIP Client Certificate Available: 1
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Download KMIP Client Certificate Status: COMPLETED
Export KMIP Client Certificate Status: COMPLETED
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-certificate #

KMIP クライアント証明書の削除
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # scope
kmip-client-certificate

KMIP クライアント証明書バインド コマ
ンド モードを開始します。

ステップ 5 Server
/server/bmc/kmip/kmip-client-certificate #
delete-client-certificate

確認のプロンプトが表示されます。

ステップ 6 確認プロンプトで、y と入力します。

これで KMIP クライアント証明書が削除
されます。

例
この例は、KMIP クライアント証明書を削除します。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-client-certificate
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-certificate # delete-client-certificate
You are going to delete the KMIP Client Certificate.
Are you sure you want to proceed and delete the KMIP Client Certificate? [y|N]y
KMIP Client Certificate deleted successfully.

KMIP クライアント秘密キーのダウンロード
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # set enabled yes KMIP を有効にします。
ステップ 5 Server /server/bmc/kmip *# commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 6 Server /server/bmc/kmip # scope
kmip-client-private-key

KMIP クライアント秘密キー コマンド
モードを開始します。

ステップ 7 Server
リモート サーバに接続するためのプロ
/server/bmc/kmip/kmip-client-private-key # トコルを指定します。次のいずれかのタ
download-client-pvt-key remote-protocol イプを指定できます。
IP アドレス KMIP クライアント秘密キー
• TFTP
ファイル
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 8 確認プロンプトで、y と入力します。

これにより KMIP クライアント秘密キー
のダウンロードが開始されます。

ステップ 9 （任意） Server
プロンプトで、秘密キーの内容を貼り付
/server/bmc/kmip/kmip-client-private-key # け、Ctrl+D を押します。
paste-client-pvt-key
（注） 前の手順のリモート サーバ メ
ソッドを使用するか、貼り付
けオプションを使用して、ク
ライアント秘密キーをダウン
ロードできます。

例
この例は、KMIP クライアント秘密キーをダウンロードします。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
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Server /server/bmc/kmip # set enabled yes
Server /server/bmc/kmip *# commit
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-client-private-key
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-private-key # show detail
KMIP Client Private Key Available: 1
Download Client Private Key Status: COMPLETED
Export Client Private Key Status: NONE
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-private-key # download-client-pvt-key tftp 10.10.10.10
KmipCertificates/
svbu-xx-blr-dn1-13_ClientPvtKey.pem
You are going to overwrite the KMIP Client Private Key.
Are you sure you want to proceed and overwrite the KMIP Client Private Key? [y|N]y
KMIP Client Private Key downloaded successfully
You can either use the remote server method from the previous steps or use the paste
option to download the client certificate.
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-private-key # paste-client-pvt-key
Please paste your client private here, when finished, press CTRL+D.
----BEGIN CERTIFICATE----MIIDTzCCAjegAwIBAgIQXuWPdBbyTb5M7/FT8aAjZTANBgkqhkiG9w0BAQUFADA6
MRMwEQYKCZImiZPyLGQBGRYDY29tMRMwEQYKCZImiZPyLGQBGRYDbmV3MQ4wDAYD
VQQDEwVuZXdDQTAeFw0xNTAzMTIxMTM5MTZaFw0yMDAzMTIxMTQ5MTVaMDoxEzAR
BgoJkiaJk/IsZAEZFgNjb20xEzARBgoJkiaJk/IsZAEZFgNuZXcxDjAMBgNVBAMT
BW5ld0NBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuPSAwHtk0IbM
Cd5tYdCa498bfX5Nfdgnq5zE+cGIOqv0dAkucofC/Y0+m7hne9H12aQ9SqTOK1+L
5IT3PVCczhasI7L7jAa+Oe5AOYw7Nsugw5Bd23n42BTVMMp7xsgr1mVfFoHXbBkQ
wiT9DieyImSyGiq5n0/8Iooc0iN5WPMVcHO2ysz76jR8p07xRqgYNCl6cbKAhWfZ
oYIwjhpZv0+SXEs8sEJZKDUhWIfOIpnDL7MoZYgl/kymgs/0hsW4L338jy303c7T
TwnG2/7BOMK0YFkEhqcjlkamGP7MKB2T9e/Cug6VkvFSkkim8M1eHx1gEnQxRtAG
YGp1n55iHQIDAQABo1EwTzALBgNVHQ8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAd
BgNVHQ4EFgQUl2F3U7cggzCuvRWliZWg91n5lccwEAYJKwYBBAGCNxUBBAMCAQAw
DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAJXoJJDDB3QH0q8VY8G/oC1SkAwyOE1dH0NdxFES
tNqQMTaRB2Sb2L/ZzAtfIaZ0Xab9Ig4MqNIMBbHDCwlzhD5gX42GPYWhA/GjRj3O
Q5KcRaEFomxp+twRrJ25ScVSczKJaRonWqKDVL9TwoSuDar3ObiS9ZC0KuBBf0vu
dzrJEYY/1zz7WVPZVyevhba3VSt4LW75URTqOKBSuKO+fvGyyNHWvMPFEIEnJAKt
7QmhO2fiWhD8CxaPFIByqkvrJ96no6oBxdEcjm9n1MttF/UJcpypSPH+46mRn5Az
SzgCBftYNjBPLcwbZGJkF/GpPwjd0TclMM08UOdqiTxR7Ts=
-----END CERTIFICATE----You are going to overwrite the KMIP client private key.
Are you sure you want to proceed and overwrite the KMIP Client Private Key? [y|N]
y
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-private-key #

KMIP クライアント秘密キーのエクスポート
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• KMIP クライアントの秘密キーをエクスポートするには、秘密キーがダウンロードされて
いる必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # scope
kmip-client-private-key

KMIP クライアント秘密キー コマンド
モードを開始します。

ステップ 5 Server
リモート サーバに接続するためのプロ
/server/bmc/kmip/kmip-client-private-key # トコルを指定します。次のいずれかのタ
export-client-pvt-key remote-protocol IP イプを指定できます。
アドレス KMIP ルート CA 証明書ファイ
• TFTP
ル
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

証明書のエクスポートを開始します。
ステップ 6 （任意） Server
証明書のエクスポートのステータスを表
/server/bmc/kmip/kmip-client-private-key # 示します。
show detail

例
この例は、KMIP クライアントの秘密キーをエクスポートします。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-client-private-key
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-private-key # export-client-pvt-key tftp 10.10.10.10
KmipCertificates
/svbu-xx-blr-dn1-13_ClientPvtKey.pem_exported_tftp
KMIP Client Private Key exported successfully
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-private-key # show detail
KMIP Client Private Key Available: 1
Download Client Private Key Status: COMPLETED
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Export Client Private Key Status: COMPLETED
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-private-key #

KMIP クライアント秘密キーの削除
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # scope
kmip-client-private-key

KMIP クライアント秘密キー バインド
コマンド モードを開始します。

ステップ 5 Server
/server/bmc//kmip/kmip-client-private-key
# delete-client-pvt-key

確認のプロンプトが表示されます。

ステップ 6 確認プロンプトで、y と入力します。

これで KMIP クライアントの秘密キーが
削除されます。

例
この例は、KMIP クライアントの秘密キーを削除します。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-client-private-key
Server /server/bmc/kmip/kmip-client-private-key # delete-client-pvt-key
You are going to delete the KMIP client private key.
Are you sure you want to proceed and delete the KMIP client private key? [y|N]y
KMIP client private key deleted successfully.

KMIP ルート CA 証明書のダウンロード
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # set enabled yes KMIP を有効にします。
ステップ 5 Server /server/bmc/kmip * # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 6 Server server/bmc/kmip # scope
kmip-root-ca-certificate

KMIP ルート CA 証明書のコマンド モー
ドを開始します。

ステップ 7 Server
リモート サーバに接続するためのプロ
server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate # トコルを指定します。次のいずれかのタ
download-root-ca-certificate
イプを指定できます。
remote-protocol IP アドレス KMIP CA 証
• TFTP
明書ファイル
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 8 確認プロンプトで、y と入力します。

これにより KMIP ルート CA 証明書のダ
ウンロードが開始されます。

ステップ 9 （任意） Server
プロンプトで、ルート CA 証明書の内容
server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate # を貼り付け、Ctrl+D を押します。
paste-root-ca-certificate
（注） 前の手順のリモート サーバ メ
ソッドを使用するか、貼り付
けオプションを使用して、
ルートCA証明書をダウンロー
ドできます。

例
この例は、KMIP ルート CA 証明書をダウンロードします。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
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Server /server/bmc/kmip # set enabled yes
Server /server/bmc/kmip *# commit
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-root-ca-certificate
Server /server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate # show detail
KMIP Root CA Certificate Available: 1
Download Root CA Certificate Status: COMPLETED
Export Root CA Certificate Status: NONE
Server /server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate # download-root-ca-certificate tftp
10.10.10.10 KmipCertificates/
svbu-xx-blr-dn1-13_ServerCert.pem
You are going to overwrite the KMIP Root CA Certificate.
Are you sure you want to proceed and overwrite the KMIP Root CA Certificate? [y|N]y
KMIP Root CA Certificate downloaded successfully
You can either use the remote server method from the previous steps or use the paste
option to download the client certificate.
Server /server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate # paste-root-ca-certificate
Please paste your certificate here, when finished, press CTRL+D.
----BEGIN CERTIFICATE----MIIDTzCCAjegAwIBAgIQXuWPdBbyTb5M7/FT8aAjZTANBgkqhkiG9w0BAQUFADA6
MRMwEQYKCZImiZPyLGQBGRYDY29tMRMwEQYKCZImiZPyLGQBGRYDbmV3MQ4wDAYD
VQQDEwVuZXdDQTAeFw0xNTAzMTIxMTM5MTZaFw0yMDAzMTIxMTQ5MTVaMDoxEzAR
BgoJkiaJk/IsZAEZFgNjb20xEzARBgoJkiaJk/IsZAEZFgNuZXcxDjAMBgNVBAMT
BW5ld0NBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuPSAwHtk0IbM
Cd5tYdCa498bfX5Nfdgnq5zE+cGIOqv0dAkucofC/Y0+m7hne9H12aQ9SqTOK1+L
5IT3PVCczhasI7L7jAa+Oe5AOYw7Nsugw5Bd23n42BTVMMp7xsgr1mVfFoHXbBkQ
wiT9DieyImSyGiq5n0/8Iooc0iN5WPMVcHO2ysz76jR8p07xRqgYNCl6cbKAhWfZ
oYIwjhpZv0+SXEs8sEJZKDUhWIfOIpnDL7MoZYgl/kymgs/0hsW4L338jy303c7T
TwnG2/7BOMK0YFkEhqcjlkamGP7MKB2T9e/Cug6VkvFSkkim8M1eHx1gEnQxRtAG
YGp1n55iHQIDAQABo1EwTzALBgNVHQ8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAd
BgNVHQ4EFgQUl2F3U7cggzCuvRWliZWg91n5lccwEAYJKwYBBAGCNxUBBAMCAQAw
DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAJXoJJDDB3QH0q8VY8G/oC1SkAwyOE1dH0NdxFES
tNqQMTaRB2Sb2L/ZzAtfIaZ0Xab9Ig4MqNIMBbHDCwlzhD5gX42GPYWhA/GjRj3O
Q5KcRaEFomxp+twRrJ25ScVSczKJaRonWqKDVL9TwoSuDar3ObiS9ZC0KuBBf0vu
dzrJEYY/1zz7WVPZVyevhba3VSt4LW75URTqOKBSuKO+fvGyyNHWvMPFEIEnJAKt
7QmhO2fiWhD8CxaPFIByqkvrJ96no6oBxdEcjm9n1MttF/UJcpypSPH+46mRn5Az
SzgCBftYNjBPLcwbZGJkF/GpPwjd0TclMM08UOdqiTxR7Ts=
-----END CERTIFICATE----You are going to overwrite the KMIP Root CA Certificate.
Are you sure you want to proceed and overwrite the KMIP Root CA Certificate? [y|N]
y
Server /server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate #

KMIP ルート CA 証明書のエクスポート
始める前に
• このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• KMIP ルート CA 証明書をエクスポートするには、証明書がダウンロードされている必要
があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # scope
kmip-root-ca-certificate

KMIP ルート CA 証明書のコマンド モー
ドを開始します。

ステップ 5 Server
リモート サーバに接続するためのプロ
/server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate # トコルを指定します。次のいずれかのタ
export-root-ca-certificate remote-protocol イプを指定できます。
IP アドレス KMIP ルート CA 証明書ファ
• TFTP
イル
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

証明書のエクスポートを開始します。
ステップ 6 （任意） Server
証明書のエクスポートのステータスを表
/server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate # 示します。
show detail

例
この例は、KMIP ルート CA 証明書をエクスポートします。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
Server /server/bmc/kmip # scope kmip-root-ca-certificate
Server /server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate # export-root-ca-certificate tftp
10.10.10.10 KmipCertificates/
svbu-xx-blr-dn1-13_ServerCert.pem_exported_tftp
KMIP Root CA Certificate exported successfully
Server /server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate # show detail
KMIP Root CA Certificate Available: 1
Download Root CA Certificate Status: COMPLETED
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Export Root CA Certificate Status: COMPLETED
Server /server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate #

KMIP ルート CA 証明書の削除
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope kmip

KMIP コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /server/bmc/kmip # scope
kmip-root-ca-certificate

KMIP ルート CA 証明書バインド コマン
ド モードを開始します。

ステップ 5 Server
確認のプロンプトが表示されます。
/server/bmc/kmip/kmip-root-ca-certificate #
delete-root-ca-certificate
ステップ 6 確認プロンプトで、y と入力します。

これで KMIP ルート CA 証明書が削除さ
れます。

例
この例は、KMIP ルート CA 証明書を削除します。
Server # scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # scope kmip
Server /kmip # scope kmip-root-ca-certificate
Server /kmip/kmip-root-ca-certificate # delete-root-ca-certificate
You are going to delete the KMIP root CA certificate.
Are you sure you want to proceed and delete the KMIP root CA certificate? [y|N]y
KMIP root CA certificate deleted successfully.
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プラットフォーム イベント フィルタの設
定
この章は、次の項で構成されています。
• プラットフォーム イベント フィルタ （339 ページ）
• プラットフォーム イベント フィルタの設定 （339 ページ）
• イベント プラットフォーム フィルタのリセット （341 ページ）

プラットフォーム イベント フィルタ
プラットフォーム イベント フィルタ（PEF）は、アクションをトリガーできます。PEF ごと
に、プラットフォーム イベントが発生したときに実行するアクション（またはアクションを実
行しないこと）を選択できます。

プラットフォーム イベント フィルタの設定
次のプラットフォーム イベント フィルタに対する処理とアラートを設定できます。
ID

プラットフォーム イベント フィルタ

1

温度緊急アサート フィルタ

2

電圧緊急アサート フィルタ

3

電流アサート フィルタ

4

ファン緊急アサート フィルタ

5

プロセッサ アサート フィルタ

6

電源緊急アサート フィルタ

7

メモリ緊急アサート フィルタ
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope fault

障害コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /fault # scope pef id

指定したイベントに対してプラット
フォーム イベント フィルタ コマンド
モードを開始します。
イベント ID 番号に対応するプラット
フォーム イベント フィルタの表を参照
してください。

ステップ 3 Server /fault/pef # set action {none | reboot このイベントが発生した場合に必要なシ
| power-cycle | power-off}
ステムの処理を選択します。次のいずれ
かの処理を選択できます。
• none ：システム アクションは実行
されません。
• reboot ：サーバがリブートされま
す。
• power-cycle ：サーバに電源が再投
入されます。
• power-off ：サーバの電源がオフに
なります。
ステップ 4 Server /fault/pef # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

例
次に、イベントに対するプラットフォーム イベント アラートを設定します。
Server# scope fault
Server /fault # scope pef 5
Server /fault/pef # set action reboot
Server /fault/pef *# commit
Server /fault/pef # show
Platform Event Filter Event
Action
--------------------- --------------------------- ----------5
Processor Assert Filter
reboot
Server /fault/pef #
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イベント プラットフォーム フィルタのリセット
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server# scope fault

目的
障害コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /fault # set platform-event-enabled プラットフォーム イベント アラートを
yes
イネーブルにします。
ステップ 3 Server /fault # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 4 Server /fault # reset-event-filters

プラットフォーム イベント フィルタを
リセットします。

ステップ 5 Server /fault # show pef

最新のプラットフォーム イベント フィ
ルタが表示されます。

例
次に、プラットフォーム イベント アラートをイネーブルにする例を示します。
Server# scope fault
Server /fault # set platform-event-enabled yes
Server /fault *# commit
Server /fault # show
Platform Event Enabled
----------------------yes
Server /fault # reset-event-filters
Server /fault # show pef
Platform Event Filter
Event
--------------------- ----------------------------------1
Temperature Critical Assert Filter
2
Voltage Critical Assert Filter
3
Current Assert Filter
4
Fan Critical Assert Filter
5
Processor Assert Filter

Action
----------none
none
none
none
none

Server /fault #
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Cisco IMC ファームウェア管理
この章は、次の項で構成されています。
• ファームウェアの概要 （343 ページ）
• シスコからのファームウェアの取得 （345 ページ）
• リモート サーバからの Cisco IMC Firmware のインストール （347 ページ）
• インストールされている Cisco IMC ファームウェアのアクティブ化 （349 ページ）
• リモート サーバからの BIOS ファームウェアのインストール （351 ページ）
• インストールされている BIOS ファームウェアのアクティブ化 （353 ページ）
• 保留中の BIOS アクティベーションのキャンセル （354 ページ）
• リモート サーバからの CMC ファームウェアのインストール （356 ページ）
• インストールした CMC ファームウェアのアクティブ化 （358 ページ）
• SAS エクスパンダと HDD ファームウェアの管理 （359 ページ）

ファームウェアの概要
C シリーズ サーバは、使用する C シリーズ サーバ モデルに特有のシスコ認定ファームウェア
を使用します。すべてのサポート対象サーバ モデルのファームウェアの新しいリリースは、
Cisco.com からダウンロードできます。

（注）

個々のコンポーネントのファームウェアを更新するよう選択する場合、最初に、個々のコン
ポーネントを更新するバージョンに CMC ファームウェアをアップグレードしてアクティブ化
する必要があります。
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注意

新しい BIOS ファームウェアをインストールするとき、それはサーバで実行されている Cisco
IMC ファームウェアと同じソフトウェア リリースに属する必要があります。新しい BIOS ファー
ムウェアのインストールは、必ず一致する Cisco IMC ファームウェアをアクティブにした後に
行ってください。そうしないと、サーバはブートしません。
起こりうる問題を避けるため、 Cisco Host Upgrade Utility（HUU）を使用することを強く推奨
します。このユーティリティは BIOS、 Cisco IMC、およびその他のファームウェアを互換性の
あるレベルにアップグレードします。このユーティリティの詳細については、インストールす
るCisco IMCソフトウェアリリースに付属の HUU のバージョン の Cisco Host Upgrade Utility
Guide を参照してください。HUU のガイドは次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_list.html。
ファームウェアを手動で更新する場合は、最初に Cisco IMC ファームウェアを更新する必要が
あります。Cisco IMC ファームウェアの更新プロセスは、次の段階に分けられます。これは、
サーバがオフラインになる時間を最小限にするためです。
• インストール：この段階では、Cisco IMC は選択した非アクティブまたはバックアップの
Cisco IMC ファームウェアをサーバのスロットにインストールします。
• アクティベーション：この段階では、Cisco IMC は非アクティブのファームウェア バー
ジョンをアクティブとして設定するため、サービスの中断の原因となります。サーバをリ
ブートすると、新規のアクティブ スロット内のファームウェアが、実行中のバージョンに
なります。
Cisco IMC ファームウェアをアクティブ化した後は、BIOS ファームウェアを更新できます。

（注）

• 古いファームウェア バージョンを新しいものにアップグレードしたり、新しいファーム
ウェア バージョンを古いものにダウングレードしたりできます。
• この手順は、スタンドアロン モードで実行している Cisco UCS C シリーズ サーバにのみ
適用されます。Cisco UCS Manager の統合モードで実行している UCS C シリーズのファー
ムウェアをアップグレードするには、Cisco Technical Assistance Center にお問い合わせくだ
さい。
セキュア モードの Cisco IMC では、ロードおよび実行前のすべてのファームウェア イメージ
がデジタル的に署名され、信頼性と整合性が確認され、改竄されたソフトウェアの実行からデ
バイスを確実に保護できます。
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シスコからのファームウェアの取得
手順

ステップ 1

http://www.cisco.com を参照します。

ステップ 2

まだログインしていない場合は、ページの右上隅にある [Log In] をクリックし、Cisco.com の
資格情報を使用してログインします。

ステップ 3

上部のメニュー バーで、[Support] をクリックします。

ステップ 4

ロール ダウン メニューの [All Downloads] をクリックします。

ステップ 5

使用しているサーバ モデルが [Recently Used Products] リストに表示される場合は、サーバ名を
クリックします。表示されない場合は、次の手順を実行します。
a)

左側のボックスの [Products] をクリックします。

b) 中央のボックスで、[Unified Computing and Servers] をクリックします。
c)

右側のボックスで、[Cisco UCS C-Series Rack-Mount Standalone Server Software] をクリック
します。

d) 右側のボックスで、ダウンロードするソフトウェアのサーバ モデルをクリックします。
ステップ 6

[Unified Computing System (UCS) Server Firmware] リンクをクリックします。

ステップ 7

（任意） ページの左側のメニュー バーから以前のリリースを選択します。

ステップ 8

選択したリリースのCisco Host Upgrade UtilityISOに関連付けられている [Download]ボタンをク
リックします。

ステップ 9

[Accept License Agreement] をクリックします。

ステップ 10

ISO ファイルをローカル ドライブに保存します。
Cisco Host Upgrade Utilityを含むこの ISO ファイルを使用して、Cisco IMC とサーバーの BIOS
ファームウェアをアップグレードすることをお勧めします。 このユーティリティの詳細につい
ては、インストールするCisco IMCソフトウェアリリースに付属の HUU のバージョン の Cisco
Host Upgrade Utility Guide を参照してください。HUU のガイドは次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_list.html。

ステップ 11

（任意） Cisco IMC と BIOS ファームウェアを手動でアップグレードする予定の場合、次の手
順を実行します。
リリース 3.0 以降、BIOS および Cisco IMC ファームウェア ファイルは、単独の .zip ファイル
として HUU 内に組み込まれなくなりました。現在、BIOS と Cisco IMC ファームウェアを抽出
するには、HUU の GETFW フォルダにある getfw ユーティリティを使用する必要があります。
BIOS または Cisco IMC ファームウェア ファイルを抽出するには、次の手順を実行します。
（注）

この手順を実行するには：
• Openssl をターゲット システムにインストールする必要があります。
• Squashfs カーネル モジュールをターゲット システムにロードする必要がありま
す。
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Viewing the GETFW help menu:
[root@RHEL65-***** tmp]# cd GETFW/
[root@RHEL65-***** GETFW]# ./getfw -h
Help:
Usage: getfw {-b -c -C -H -S -V -h} [-s SRC] [-d DEST]
-b
: Get BIOS Firmware
-c
: Get CIMC Firmware
-C
: Get CMC Firmware
-H
: Get HDD Firmware
-S
: Get SAS Firmware
-V
: Get VIC Firmware
-h
: Display Help
-s SRC : Source of HUU ISO image
-d DEST : Destination to keep Firmware/s
Note : Default BIOS & CIMC get extracted
Extracting the BIOS firmware:
[root@RHEL65-***** GETFW]# ./getfw -s /root/Desktop/HUU/ucs-c2xxx-huu-3.0.1c.iso -d
/tmp/HUU
FW/s available at '/tmp/HUUucs-c2xxx-huu-3.0.1c'
[root@RHEL65-***** GETFW]# cd /tmp/HUU/
[root@RHEL65-***** HUU]# cd ucs-c2xxx-huu-3.0.1c/
[root@RHEL65-***** ucs-c2xxx-huu-3.0.1c]# ls
bios cimc
[root@RHEL65-***** ucs-c2xxx-huu-3.0.1c]# cd bios/
[root@RHEL65-***** bios]# ls
bios.cap
[root@RHEL65-***** bios]#
Extracting the CIMC firmware:
[root@RHEL65-***** GETFW]# ./getfw -s /root/Desktop/HUU/ucs-c2xxx-huu-3.0.1c.iso -d
/tmp/HUU
FW/s available at '/tmp/HUUucs-c2xxx-huu-3.0.1c'
[root@RHEL65-***** GETFW]# cd /tmp/HUU/
[root@RHEL65-***** HUU]# cd ucs-c2xxx-huu-3.0.1c/
[root@RHEL65-***** ucs-c2xxx-huu-3.0.1c]# ls
bios cimc
[root@RHEL65-***** ucs-c2xxx-huu-3.0.1c]# cd cimc/
[root@RHEL65-***** cimc]# ls
cimc.cap
[root@RHEL65-***** cimc]#

ステップ 12

（任意） リモート サーバからファームウェアをインストールする予定の場合、そのリモート
サーバに BIOS のインストール用 CAP ファイルと Cisco IMC インストール用 BIN ファイルを
コピーします。
リモート サーバは次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
サーバにはリモート サーバのコピー先フォルダに対する読み取り権限が必要です。
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（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバでは、リモート サーバからファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープリントの確認をサポートするようになりました。このオ
プションは、リモート サーバ タイプとして SCP または SFTP を選択した場合にのみ
使用できます。
このアクションを実行しながら、リモート サーバ タイプとして SCP または SFTP を
選択した場合、「Server (RSA) key fingerprint is <server_finger_print _ID> Do you wish to
continue?」というメッセージが表示されます。サーバ フィンガープリントの信頼性に
応じて、[y] または [n] をクリックします。
フィンガープリントはホストの公開キーに基づいており、接続先のホストを識別また
は確認できます。

次のタスク
Cisco Host Upgrade Utility 使用してサーバ上のすべてのファームウェアをアップグレードする
か、手動でサーバに Cisco IMC ファームウェアをインストールします。

リモート サーバからの Cisco IMC Firmware のインストー
ル
始める前に
• admin 権限を持つユーザとして Cisco IMC にログインします。
• インストールしたい BIOS バージョンを使用する Cisco IMC ファームウェアをアクティブ
にします (インストールされている Cisco IMC ファームウェアのアクティブ化のセクショ
ンを参照)。
• サーバの電源を切ります。

（注）

もう 1 つの Cisco IMC の更新がすでに進行中のときに、Cisco IMC の更新を開始してはなりま
せん。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server /server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 Server /server/bmc # scope firmware

目的
ファームウェア コマンド モードを開始
します。

ステップ 4 server /server/bmc/firmware # update プロ プロトコル、リモート サーバの IP アド
レス、サーバ上のファームウェア ファ
トコル IP アドレス パス
イルへのファイル パスを指定します。
プロトコルは次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 5 （任意） server /server/bmc/firmware #
show detail

ファームウェア アップデートの進捗状
況を表示します。
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例
次に、Cisco IMC ファームウェアを更新する例を示します。
server# scope server 1
server /server # scope bmc
server /server/bmc # scope firmware
server /server/bmc/firmware # update ftp 192.0.20.34 //test/dnld-ucs-k9-bundle.1.0.2h.bin
Firmware update has started.
Please check the status using "show detail"
server /server/bmc/firmware # show detail
Firmware Image Information:
Update Stage: NONE
Update Progress: 5
Current FW Version: 2.0(6.56)
FW Image 1 Version: 2.0(6.56)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 2.0(6.55)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Boot-loader Version: 2.0(6.56).36
Secure Boot: ENABLED
server /server/bmc/firmware #

次のタスク
新しいファームウェアをアクティブにします。

インストールされている Cisco IMC ファームウェアのア
クティブ化
始める前に
Cisco IMC ファームウェアをサーバにインストールします。

重要

p
アクティブ化の進行中は、次のことを行わないでください。
• サーバのリセット、電源切断、シャットダウン。
• Cisco IMC をリブートまたはリセットします。
• 他のすべてのファームウェアをアクティブ化します。
• テクニカル サポート データまたは設定データをエクスポートします。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server /server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope firmware

ファームウェア コマンド モードを開始
します。

ステップ 4 Server /server/bmc/firmware # show detail 使用可能なファームウェア イメージお
よびステータスを表示します。
ステップ 5 Server /server/bmc/firmware # activate

選択したイメージをアクティブにしま
す。イメージ番号が指定されていない場
合、サーバは現在非アクティブのイメー
ジをアクティブにします。

ステップ 6 プロンプトで y と入力し、選択した
BMC がリブートし、リブートが完了す
ファームウェア イメージをアクティブ るまですべての CLI セッションと GUI
セッションが終了します。
化します。
ステップ 7 （任意） CLI にログインし、手順 1 ～
4 を繰り返してアクティブ化されたこと
を確認します。

例
この例では、ファームウェア イメージ 2 をアクティブ化し、BMC がリブートした後
でアクティブ化されたことを確認します。
Server# scope server 1
Server/server# scope bmc
Server /server/bmc # scope firmware
Server /server/bmc/firmware # show detail
Firmware Image Information:
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 2.0(6.55)
FW Image 1 Version: 2.0(6.56)
FW Image 1 State: BACKUP INACTIVATED
FW Image 2 Version: 2.0(6.55)
FW Image 2 State: RUNNING ACTIVATED
Boot-loader Version: 2.0(6.55).36
Secure Boot: ENABLED

Server /server/bmc/firmware # activate
This operation will activate firmware 1 and reboot the BMC.
Continue?[y|N]y
.
.

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
350

Cisco IMC ファームウェア管理
リモート サーバからの BIOS ファームウェアのインストール

-- BMC reboot -.
.
-- Log into CLI as Admin -Server# scope server 1
Server/server# scope bmc
Server /server/bmc # scope firmware
Server /server/bmc/firmware # show detail
Firmware Image Information:
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 2.0(6.55)
FW Image 1 Version: 2.0(6.56)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 2.0(6.55)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Boot-loader Version: 2.0(6.55).36
Secure Boot: ENABLED
Server /server/bmc/firmware #

リモートサーバからのBIOSファームウェアのインストー
ル
始める前に
• admin 権限を持つユーザとして Cisco IMC にログインします。
• インストールしたい BIOS バージョンを使用する Cisco IMC ファームウェアをアクティブ
にします (インストールされている BIOS ファームウェアのアクティブ化のセクションを
参照)。
• サーバの電源を切ります。

（注）

別の BIOS の更新がすでに進行中には、BIOS の更新を開始してはなりません。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server /server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 server /server # scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 3 server /server/bios # update プロトコル IP プロトコル、リモート サーバの IP アド
レス、サーバ上のファームウェア ファ
アドレス パスリカバリ
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コマンドまたはアクション

目的
イルへのファイル パスを指定します。
プロトコルは次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 4 （任意） server /server/bios # show detail ファームウェア アップデートの進捗状
況を表示します。

例
次に、BIOS ファームウェアを Cisco IMC ソフトウェア リリース 2.0(7c) に更新する例
を示します。
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Server# scope server 1
Server /server# scope bios
Server /server/bios# show detail
BIOS:
BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Backup BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Boot Order: (none)
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Configured Boot Mode: Legacy
Actual Boot Mode: Legacy
Last Configured Boot Order Source: CIMC
Server /server/bios # update ftp 192.0.20.34 //upgrade_bios_files/C3620-BIOS-2-0-7c-0.CAP
<CR> Press Enter key
Firmware update has started.
Check the status using "show detail"
Server /bios #

インストールされているBIOSファームウェアのアクティ
ブ化
始める前に
• BIOS ファームウェアをサーバにインストールします。
• ホストの電源を切ります。

重要

アクティブ化の進行中は、次のことを行わないでください。
• サーバのリセット、電源切断、シャットダウン。
• Cisco IMC をリブートまたはリセットします。
• 他のすべてのファームウェアをアクティブ化します。
• テクニカル サポート データまたは設定データをエクスポートします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server /server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 server /server # scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 Server /server/bios # activate

目的
現在非アクティブになっているイメージ
をアクティブにします。

ステップ 4 プロンプトで y と入力し、選択した
アクティブ化を開始します。
ファームウェア イメージをアクティブ
化します。

例
次に、ファームウェアをアクティブにしてから、アクティベーションを確認する例を
示します。
Server# scope server 1
Server /server# scope bios
Server /server/bios# show detail
BIOS:
BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Backup BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Boot Order: (none)
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Configured Boot Mode: Legacy
Actual Boot Mode: Legacy
Last Configured Boot Order Source: CIMC
Server /server/bios # activate
This operation will activate "C240M4.2.0.2.66.071820142034" after next host power off
Continue?[y|N]
Server# scope server 1
Server /server# scope bios
Server /server/bios# show detail
BIOS:
BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Backup BIOS Version: server-name.2.0.7c.0.071620151216
Boot Order: (none)
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Configured Boot Mode: Legacy
Actual Boot Mode: Legacy
Last Configured Boot Order Source: CIMC

保留中の BIOS アクティベーションのキャンセル
始める前に
BIOS ファームウェアが保留状態になければなりません。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /bios # show detail

使用可能なファームウェア イメージお
よびステータスを表示します。

ステップ 3 Server /bios # cancel-activate

（注）

BIOS ファームウェアが保留状
態でなければなりません。

保留中の BIOS のアクティブ化をキャン
セルします。
ステップ 4 プロンプトで、yを入力してアクティブ
化をキャンセルします。

例
この例では、保留中の BIOSファームウェアのアクティブ化をキャンセルします。
Server# scope bios
Server /bios # show detail
BIOS:
BIOS Version: Cxxx.4.0.0.19.0528180450
Backup BIOS Version: Cxxx.4.0.0.23.0612180433
Boot Order: (none)
FW Update Status: Done, Activation pending
UEFI Secure Boot: disabled
Actual Boot Mode: Uefi
Last Configured Boot Order Source: BIOS
One time boot device: (none)
Server /bios # cancel-activate
This will cancel Pending BIOS activation[y|N]y
Server /bios # show detail
BIOS:
BIOS Version: Cxxx.4.0.0.19.0528180450
Backup BIOS Version: Cxxx.4.0.0.23.0612180433
Boot Order: (none)
FW Update Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Actual Boot Mode: Uefi
Last Configured Boot Order Source: BIOS
One time boot device: (none)
Server /bios #
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リモートサーバからのCMCファームウェアのインストー
ル
（注）

別の CMC 更新がすでに進行中には、CMC 更新を開始してはなりません。
始める前に
• admin 権限を持つユーザとして Cisco IMC にログインします。
• Cisco.com から Cisco Host Upgrade UtilityISO ファイルを入手し、シスコからのファームウェ
アの取得 （345 ページ） の説明に従ってファームウェア インストール ファイルを抽出し
ます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 server /chassis # scope cmc 1|2

選択した SIOC コントローラ コマンド
モードの CMC を開始します。

ステップ 3 server /chassis/cmc # update プロトコル
IP アドレス パス

プロトコル、リモート サーバの IP アド
レス、サーバ上のファームウェア ファ
イルへのファイル パスを指定します。
プロトコルは次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 4 （任意） server /chassis/cmc # show detail ファームウェア アップデートの進捗状
況を表示します。

例
次に、CMC ファームウェアを更新する例を示します。
server # scope chassis
server /chassis # scope cmc 1
server /chassis/cmc # update http 10.104.236.99 colusa2_cmc.2.0.7a.img
CMC Firmware update initialized.
Please check the status using "show detail"
Server /chassis/cmc # show detail
Firmware Image Information:
Name: CMC1
Update Stage: DOWNLOAD
Update Progress: 25
Current FW Version: 2.0(7a)
FW Image 1 Version: 2.0(7a)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 2.0(7a)
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FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
server /chassis/cmc #

次のタスク
新しいファームウェアをアクティブにします。

インストールした CMC ファームウェアのアクティブ化
（注）

CMC は 1 つをアクティブな状態にし、他はバックアップとして機能するように設定されてい
ます。バックアップ CMC をアクティブにすると、それまでアクティブだった CMC が、バッ
クアップ CMC に変わり、もう一方がアクティブになります。
始める前に
CMC ファームウェアをサーバにインストールします。

重要

アクティブ化の進行中は、次のことを行わないでください。
• サーバのリセット、電源切断、シャットダウン。
• Cisco IMCCisco IMC のリブートまたはリセット。
• 他のすべてのファームウェアをアクティブ化します。
• テクニカル サポート データまたは設定データをエクスポートします。
• CMC-1 アクティベーションによって Cisco IMC ネットワーク接続が中断されます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server # scope cmc1|2

選択した SIOC スロット コマンド モー
ドの CMC を開始します。

ステップ 3 Server /cmc # activate

選択した CMC に対して選択したイメー
ジをアクティブにします。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 プロンプトで y と入力し、選択した
CMC-1 がリブートし、そのリブートが
ファームウェア イメージをアクティブ 完了するまではすべての CLI セッショ
ンと GUI セッションが終了しますが、
化します。
CMC-2リブートがアクティブなセッショ
ンに影響を与えることはありません。

例
次に、SIOC スロット 1 上の CMC ファームウェアをアクティブにする例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope cmc 1
Server /chassis/cmc # activate
Warning: The CMC will be rebooted immediately to complete the activation.
The network may go down temporarily till CMC boots up again
Continue?[y|N]y

SAS エクスパンダと HDD ファームウェアの管理
SAS エクスパンダ ファームウェアの更新とアクティブ化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope sas-expandersas
expander ID

SAS エクスパンダ コマンド モードを開
始します。

ステップ 3 Server /chassis/sas-expander # update プロ プロトコル、リモート サーバの IP アド
レス、サーバ上のファームウェア ファ
トコル IP アドレス パス
イルへのファイル パスを指定して、
ファームウェア更新を開始します。プロ
トコルは次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 4 （任意） Server /chassis/sas-expander #
show detail

ファームウェア更新のステータスを表示
します。

例
SAS エクスパンダ ファームウェアを更新し、アクティブ化する方法の例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope sas-expander 1
Updating the firmware
Server /chassis/sas-expander# update tftp 10.10.10.10 /tftpboot/skasargo/<firmware file>
updating the firmware.
Checking the status of the upgrade
Server /chassis/sas-expander# show detail
Firmware Image Information:
ID: 1
Name: SASEXP1
Update Stage: In Progress
Update Progress: 25
Current FW Version: 04.08.01_B056
FW Image 1 Version: 04.08.01_B056
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
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FW Image 2 Version: 04.08.01_B056
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Activating the firmware
svbu-huu-sanity-col2-1-vcmc /chassis/sas-expander # activate
This operation will activate backup firmware and reboot the SAS-Expander.
Continue?[y|N]y
Server /chassis/sas-expander #

HDD ファームウェアの更新
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis/dynamic-storage # scope
dynamic-storage

ダイナミック ストレージ コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/dynamic-storage #
プロトコル、リモート サーバの IP アド
update-drive プロトコル IP アドレス パ レス、サーバ上のファームウェア ファ
ス HDD スロット ID
イルへのファイル パスを指定します。
プロトコルは次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

（注）

ステップ 4 （任意） Server /chassis/dynamic-storage
# show physical-drive-fw

同じベンダから複数のサーバ
のファームウェアを更新する
ことができます。

ファームウェア更新のステータスを表示
します。

例
次の例では、HDD ファームウェアの更新手順を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope dynamic-storage
Updating for a single HDD
Server /chassis/dynamic-storage #update-drive tftp 10.10.10.10 /tftpboot/skasargo/sg4.lod
14
updating FW for slot 1 HDD
Updating for Multiple HDD
Server /chassis/dynamic-storage#update-drive tftp 10.10.10.10 /tftpboot/skasargo/sg4.lod
1-14
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updating fw for multiple HDDs
Viewing the Status of the Upgrade
Server /chassis/dynamic-storage# show physical-drive-fw
Slot Vendor
Product ID
----- --------- -----------------1
TOSHIBA
MG03SCA400
2
TOSHIBA
MG03SCA400
3
TOSHIBA
MG03SCA400
4
TOSHIBA
MG03SCA400
5
TOSHIBA
MG03SCA400
6
TOSHIBA
MG03SCA400
7
TOSHIBA
MG03SCA400
8
TOSHIBA
MG03SCA400
9
TOSHIBA
MG03SCA400
10
TOSHIBA
MG03SCA400
11
TOSHIBA
MG03SCA400
12
TOSHIBA
MG03SCA400
13
TOSHIBA
MG03SCA400
14
TOSHIBA
MG03SCA400
Server /chassis/dynamic-storage #

Current_FW
---------5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702

Update Stage Update Progress
------------ -------------------Progress
25
NONE
0
NONE
0
NONE
0
NONE
0
NONE
0
NONE
0
NONE
0
NONE
0
NONE
0
NONE
0
NONE
0
NONE
0
NONE
0
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章

障害およびログの表示
この章は、次の項で構成されています。
• 障害のサマリー （365 ページ）
• 障害履歴 （366 ページ）
• Cisco IMC ログ （366 ページ）
• システム イベント ログ （371 ページ）
• ロギング制御 （374 ページ）

障害のサマリー
障害およびログのサマリーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope fault

障害コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server # show fault-entries

すべての障害のログを表示します。

例
次に、障害のサマリーの例を示します。
Server # scope fault
Server /fault # show fault-entries
Time
Severity
---------------------2015-08-18T06:44:02 major
2015-08-18T06:43:48 major

Distinguished Name (DN)
-----------------------------------------sys/chassis-1/server-2/board/memarray-1/mem-2
sys/chassis-1/server-2/board/memarray-1/mem-1

Description
--------------------------------------------------------------

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
365

障害およびログの表示
障害履歴

"DDR3_P1_A2_ECC: DIMM 2 is inoperable : Check or replace DIMM"
"DDR3_P1_A1_ECC: DIMM 1 is inoperable : Check or replace DIMM"
Server /fault #

障害履歴
障害履歴の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope fault

障害コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server # show fault-history

障害の履歴を表示します。

例
次に、障害の履歴を表示する例を示します。
Server # scope fault
Server /fault # show fault-history
Time
Severity Source Cause
------------------- --------- ------ ----------------------------------------------------------2014 Feb 6 23:24:49 error
%CIMC
PSU_REDUNDANCY-FAIL
"[F0743][major][psu-redundancy-fail].....
2014 Feb 6 23:24:49 error
%CIMC
EQUIPMENT_INOPERABLE
"[F0374][major][equipment-inoperable]...
2014 Feb 6 23:24:19 debug
%CIMC
2014 Feb 6 23
DONE"

Description

"24:19:7:%CIMC::: SEL INIT

Server /fault #

Cisco IMC ログ
Cisco IMC ログの表示
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
366

障害およびログの表示
トレース ログの消去

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /chassis # scope log

ログ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/log # show entries detail

CMC トレース ログの詳細を表示しま
す。

例
この例では、CMC トレース ログの詳細が表示されます。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope log
Server /chassis/log # show entries detail
Trace Log:
Time: 2015 Jul 26 06:35:15
Severity: Notice
Source: CMC:dropbear:19566
Description: PAM password auth succeeded for 'cli' from 10.127.148.234:53791
Order: 0
Trace Log:
Time: 2015 Jul 26 06:35:15
Severity: Notice
Source: CMC:AUDIT:19566
Description: Session open (user:admin, ip:10.127.148.234, id:6, type:CLI)
Order: 1
Trace Log:
Time: 2015 Jul 26 06:35:15
Severity: Informational
Source: CMC:dropbear:19566
Description: " pam_session_manager(sshd:session): session (6) opened for user admin
from 10.127.148.234 by (uid=0) "
Order: 2
Trace Log:
Time: 2015 Jul 26 06:35:15
Severity: Notice
Source: CMC:AUDIT:1779
.
.
.
Server /chassis/log #

トレース ログの消去
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope log

ログ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/log # clear

トレース ログを消去します。
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例
次の例では、トレース ログのログを消去します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope log
Server /chassis/log # clear
Server /chassis/log #

Cisco IMC ログしきい値の設定
syslog ログに含まれるメッセージの最低レベルを指定できます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope log

ログ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/log # set
local-syslog-severity level

重大度の level には、次のいずれかを指
定できます。順に重大度が下がります。
• emergency
• alert
• critical
• error
• warning
• notice
• informational
• debug
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 4 Server /chassis/log # set
remote-syslog-severity level

Cisco IMC では、選択した重大
度よりも低い重大度のメッ
セージはログに記録されませ
ん。たとえば、error を選択し
た場合、Cisco IMC ログには重
大度が Emergency、Alert、
Critical、または Error のすべて
のメッセージが含まれます。
Warning、Notice、
Informational、または Debug の
メッセージは表示されませ
ん。

重大度の level には、次のいずれかを指
定できます。順に重大度が下がります。
• emergency
• alert
• critical
• error
• warning
• notice
• informational
• debug
（注）

ステップ 5 Server /chassis/log # commit

Cisco IMC では、選択した重大
度よりも低い重大度のメッ
セージはログに記録されませ
ん。たとえば、error を選択し
た場合、Cisco IMC ログには重
大度が Emergency、Alert、
Critical、または Error のすべて
のメッセージが含まれます。
Warning、Notice、
Informational、または Debug の
メッセージは表示されませ
ん。

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
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コマンドまたはアクション
ステップ 6 （任意） Server /chassis/log # show

目的
設定された重大度レベルを表示します。

例
この例では、ローカル syslog のデバッグの最低重大度とリモートの syslog のエラーを
示すメッセージのロギングを設定する方法を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope log
Server /chassis/log # set local-syslog-severity debug
Server /chassis/log # set remote-syslog-severity error
Server /chassis/log *# commit
Server /chassis/log # show
Local Syslog Severity Remote Syslog Severity
---------------------- ---------------------debug
error
Server /chassis/log #

リモート サーバへの Cisco IMC ログの送信
システム ログ エントリを受信するように 1 台または 2 台のリモート syslog サーバのプロファ
イルを設定できます。
始める前に
• リモート syslog サーバが、リモート ホストからログを受信するように設定されている必
要があります。
• リモート syslog サーバが、認証関連のログを含め、すべてのタイプのログを受信するよう
に設定されている必要があります。
• リモート syslog サーバのファイアウォールが、syslog メッセージが syslog サーバに到達す
るように設定されている必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope log

ログ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/log # scope server {1 |2}

2 台のリモート syslog サーバ プロファ
イルのいずれかを選択し、プロファイル
を設定するコマンド モードを開始しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 Server /chassis/log # set server-ip ipv4 また リモート syslog サーバのアドレスを指
定します。
は ipv6 アドレスまたはドメイン名
（注）

リモート サーバのアドレスと
して IPv4 アドレスまたは IPv6
アドレス、あるいはメイン名
を設定できます。

ステップ 5 Server /chassis/log/server # set server-port リモート syslog サーバの宛先ポート番
ポート番号
号を設定します。
ステップ 6 Server /chassis/log/server # set enabled {yes この syslog サーバへのシステム ログ エ
|no}
ントリを有効にします。
ステップ 7 Server /chassis/log/server # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 8 Server /chassis/log/server # exit

ログコマンドモードを終了します。

ステップ 9 Server /chassis/log/server # showserver

ログコマンドモードを終了します。

例
次に、リモート syslog サーバ プロファイルを設定し、システム ログ エントリの送信
を有効にする例を示します。

システム イベント ログ
システム イベント ログの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope sel

システム イベント ログ（SEL）コマン
ド モードを開始します。

ステップ 2 Server /sel # show entries [detail]

システム イベントについて、タイムス
タンプ、イベントの重大度、およびイベ
ントの説明を表示します。 detail キー
ワードを指定すると、表形式ではなくリ
スト形式で情報が表示されます。
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例
次に、システム イベント ログを表示する例を示します。
Server# scope sel
Server /sel # show entries
Time
Severity
Description
------------------- ------------- ---------------------------------------[System Boot]
Informational " LED_PSU_STATUS: Platform sensor, OFF event was
asserted"
[System Boot]
Informational " LED_HLTH_STATUS: Platform sensor, GREEN was asserted"
[System Boot]
was asserted"
[System Boot]
Supply input lost
[System Boot]

Normal
" PSU2 PSU2_STATUS: Power Supply sensor for PSU2, Power
(AC/DC) was deasserted"
Informational " LED_PSU_STATUS: Platform sensor, ON event was asserted"

[System Boot]

Informational " LED_HLTH_STATUS: Platform sensor, AMBER was asserted"

[System Boot]
Lost was asserted"
[System Boot]
Supply input lost
[System Boot]
asserted"
[System Boot]
deasserted"
[System Boot]

Normal

Critical

" PSU_REDUNDANCY: PS Redundancy sensor, Fully Redundant

" PSU_REDUNDANCY: PS Redundancy sensor, Redundancy

Critical
" PSU2 PSU2_STATUS: Power Supply sensor for PSU2, Power
(AC/DC) was asserted"
Normal
" HDD_01_STATUS: Drive Slot sensor, Drive Presence was
Critical

" HDD_01_STATUS: Drive Slot sensor, Drive Presence was

Informational " DDR3_P2_D1_INFO: Memory sensor, OFF event was asserted"

2001-01-01 08:30:16 Warning
" PSU2 PSU2_VOUT: Voltage sensor for PSU2, failure
event was deasserted"
2001-01-01 08:30:16 Critical
" PSU2 PSU2_VOUT: Voltage sensor for PSU2,
non-recoverable event was deasserted"
2001-01-01 08:30:15 Informational " LED_PSU_STATUS: Platform sensor, ON event was asserted"
2001-01-01 08:30:15 Informational " LED_HLTH_STATUS: Platform sensor, AMBER was asserted"
2001-01-01 08:30:15 Informational " LED_HLTH_STATUS: Platform sensor, FAST BLINK event
was asserted"
2001-01-01 08:30:14 Non-Recoverable " PSU2 PSU2_VOUT: Voltage sensor for PSU2,
non-recoverable event was asserted"
2001-01-01 08:30:14 Critical
" PSU2 PSU2_VOUT: Voltage sensor for PSU2, failure
event was asserted"
--More--

サーバのシステム イベント ログの表示
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope server {1 |2 }

目的
サーバ 1 または 2 のサーバ モードを開
始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server /server # scope sel

システム イベント ログ（SEL）コマン
ド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/sel # show entries [detail]

システム イベントについて、タイムス
タンプ、イベントの重大度、およびイベ
ントの説明を表示します。 detail キー
ワードを指定すると、表形式ではなくリ
スト形式で情報が表示されます。

例
次に、システム イベント ログを表示する例を示します。
Server # scope server 1
Server/server # scope sel
Server /server/sel # show entries
Time
Severity Description
------------------- --------- ---------------------------------------2015-08-18 08:46:03 Normal
"BIOS_POST_CMPLT: Presence sensor, Device Inserted / Device
Present was asserted"
2015-08-18 08:46:00 Normal
"System Software event: System Event sensor, OEM System
Boot Event was asserted"
2010-03-21 00:17:42 Normal
"System Software event: System Event sensor, Timestamp
Clock Synch (second of pair) was asserted"
2015-08-18 08:44:34 Normal
"System Software event: System Event sensor, Timestamp
Clock Synch (first of pair) was asserted"
2015-08-18 08:44:00 Normal
"BIOS_POST_CMPLT: Presence sensor, Device Removed / Device
Absent was asserted"
2015-08-18 08:44:00 Normal
"MAIN_POWER_PRS: Presence sensor, Device Inserted / Device
Present was asserted"
2015-08-18 08:43:39 Normal
"MAIN_POWER_PRS: Presence sensor, Device Removed / Device
Absent was asserted"
2015-08-18 08:16:18 Normal
"BIOS_POST_CMPLT: Presence sensor, Device Inserted / Device
Present was asserted"
2015-08-18 08:16:16 Normal
"System Software event: System Event sensor, OEM System
Boot Event was asserted"
2010-03-20 23:47:59 Normal
"System Software event: System Event sensor, Timestamp
Clock Synch (second of pair) was asserted"
2015-08-18 08:14:50 Normal
"System Software event: System Event sensor, Timestamp
Clock Synch (first of pair) was asserted"
2015-08-18 08:14:20 Normal
"BIOS_POST_CMPLT: Presence sensor, Device Removed / Device
Absent was asserted"
2015-08-18 08:14:20 Normal
"MAIN_POWER_PRS: Presence sensor, Device Inserted / Device
Present was asserted"
2015-08-18 08:13:44 Normal
"MAIN_POWER_PRS: Presence sensor, Device Removed / Device
Absent was asserted"
2015-08-18 08:12:57 Normal
"FRU_RAM SEL_FULLNESS: Event Log sensor for FRU_RAM, Log
Area Reset/Cleared was asserted"
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システム イベント ログのクリア
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope sel

システム イベント ログ コマンド モード
を開始します。

ステップ 2 Server /sel # clear

処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
れます。プロンプトに y と入力すると、
システム イベント ログはクリアされま
す。

例
次に、システム イベント ログをクリアする例を示します。
Server# scope sel
Server /sel # clear
This operation will clear the whole sel.
Continue?[y|N]y

ロギング制御
Cisco IMC ログしきい値の設定
syslog ログに含まれるメッセージの最低レベルを指定できます。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope log

ログ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/log # set
local-syslog-severity level

重大度の level には、次のいずれかを指
定できます。順に重大度が下がります。
• emergency
• alert
• critical
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コマンドまたはアクション

目的
• error
• warning
• notice
• informational
• debug
（注）

ステップ 4 Server /chassis/log # set
remote-syslog-severity level

Cisco IMC では、選択した重大
度よりも低い重大度のメッ
セージはログに記録されませ
ん。たとえば、error を選択し
た場合、Cisco IMC ログには重
大度が Emergency、Alert、
Critical、または Error のすべて
のメッセージが含まれます。
Warning、Notice、
Informational、または Debug の
メッセージは表示されませ
ん。

重大度の level には、次のいずれかを指
定できます。順に重大度が下がります。
• emergency
• alert
• critical
• error
• warning
• notice
• informational
• debug
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco IMC では、選択した重大
度よりも低い重大度のメッ
セージはログに記録されませ
ん。たとえば、error を選択し
た場合、Cisco IMC ログには重
大度が Emergency、Alert、
Critical、または Error のすべて
のメッセージが含まれます。
Warning、Notice、
Informational、または Debug の
メッセージは表示されませ
ん。

ステップ 5 Server /chassis/log # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 6 （任意） Server /chassis/log # show

設定された重大度レベルを表示します。

例
この例では、ローカル syslog のデバッグの最低重大度とリモートの syslog のエラーを
示すメッセージのロギングを設定する方法を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope log
Server /chassis/log # set local-syslog-severity debug
Server /chassis/log # set remote-syslog-severity error
Server /chassis/log *# commit
Server /chassis/log # show
Local Syslog Severity Remote Syslog Severity
---------------------- ---------------------debug
error
Server /chassis/log #

リモート サーバへの Cisco IMC ログの送信
システム ログ エントリを受信するように 1 台または 2 台のリモート syslog サーバのプロファ
イルを設定できます。
始める前に
• リモート syslog サーバが、リモート ホストからログを受信するように設定されている必
要があります。
• リモート syslog サーバが、認証関連のログを含め、すべてのタイプのログを受信するよう
に設定されている必要があります。
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• リモート syslog サーバのファイアウォールが、syslog メッセージが syslog サーバに到達す
るように設定されている必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope log

ログ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/log # scope server {1 |2}

2 台のリモート syslog サーバ プロファ
イルのいずれかを選択し、プロファイル
を設定するコマンド モードを開始しま
す。

ステップ 4 Server /chassis/log # set server-ip ipv4 また リモート syslog サーバのアドレスを指
定します。
は ipv6 アドレスまたはドメイン名
（注）

リモート サーバのアドレスと
して IPv4 アドレスまたは IPv6
アドレス、あるいはメイン名
を設定できます。

ステップ 5 Server /chassis/log/server # set server-port リモート syslog サーバの宛先ポート番
ポート番号
号を設定します。
ステップ 6 Server /chassis/log/server # set enabled {yes この syslog サーバへのシステム ログ エ
|no}
ントリを有効にします。
ステップ 7 Server /chassis/log/server # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 8 Server /chassis/log/server # exit

ログコマンドモードを終了します。

ステップ 9 Server /chassis/log/server # showserver

ログコマンドモードを終了します。

例
次に、リモート syslog サーバ プロファイルを設定し、システム ログ エントリの送信
を有効にする例を示します。
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リモート サーバへのテスト Cisco IMC ログの送信

リモート サーバへのテスト Cisco IMC ログの送信
始める前に
• リモート syslog サーバが、リモート ホストからログを受信するように設定されている必
要があります。
• リモート syslog サーバが、認証関連のログを含め、すべてのタイプのログを受信するよう
に設定されている必要があります。
• リモート syslog サーバのファイアウォールが、syslog メッセージが syslog サーバに到達す
るように設定されている必要があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope log

ログ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/log # send-test-syslog

テスト ログをリモート サーバに送信し
ます。

例
この例では、テスト ログをリモート サーバに送信する方法の例を示します。
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章

サーバ ユーティリティ
この章は、次の項で構成されています。
• テクニカル サポート データのエクスポート （379 ページ）
• Cisco IMC の再起動 （382 ページ）
• BIOS CMOS のクリア （383 ページ）
• BMC の出荷時デフォルトへのリセット （384 ページ）
• 出荷時の初期状態へのリセット （385 ページ）
• 出荷時の初期状態へのリセット （387 ページ）
• Cisco IMC と BMC 設定のエクスポートとインポート （390 ページ）
• ホストへのマスク不能割り込みの生成 （402 ページ）
• Cisco IMC バナーの追加 （403 ページ）
• インベントリの詳細のダウンロードと表示 （403 ページ）

テクニカル サポート データのエクスポート
このタスクは、Cisco Technical Assistance Center（TAC）から要求された場合に実行します。こ
のユーティリティは、TAC が技術上の問題をトラブルシューティングおよび解決する際に役立
つ設定情報、ログ、および診断データが含まれる要約レポートを作成します。

重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、テク
ニカル サポート データをエクスポートしないでください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。
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テクニカル サポート データのエクスポート

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

Server /chassis # scope tech-support

テクニカル サポート コマンド モード
を開始します。

ステップ 3

サーバ/chassis/tech-support # set
collect-from {all |cmc |peercmc |bmc1
|bmc2}

テクニカルサポートデータにエクス
ポートするコンポーネントを指定しま
す。

ステップ 4

サーバ/chassis/tech-support # set
remote-ip ip アドレス

テクニカル サポート データ ファイル
を保存する必要のあるリモート サーバ
の IP アドレスを指定します。

ステップ 5

Server /chassis/tech-support # set
remote-path path/filename

リモート サーバでサポート データを保
存する必要のあるファイルの名前を指
定します。この名前を入力するとき
は、ファイルの相対パスを、サーバ ツ
リーの最上位から目的の場所まで含め
てください。
ヒント

ステップ 6

Server /chassis/tech-support # set
remote-protocol protocol

システムにファイル名を自動
生成させるには
default.tar.gz という
ファイル名を入力します。

リモート サーバに接続するためのプロ
トコルを指定します。次のいずれかの
タイプを指定できます。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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テクニカル サポート データのエクスポート

コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ
タイプとして SCP または
SFTP を選択した場合にのみ
使用できます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプ
として SCP または SFTP を選
択した場合、「Server (RSA)
key fingerprint is
<server_finger_print _ID> Do
you wish to continue?」という
メッセージが表示されます。
サーバフィンガープリントの
信頼性に応じて、[y] または
[n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 7

Server /chassis/tech-support # set
remote-username name

テクニカル サポート データ ファイル
を保存するリモート サーバのユーザ名
を指定します。このフィールドは、プ
ロトコルが TFTP または HTTP の場合
は適用されません。

ステップ 8

Server /chassis/tech-support # set
remote-password password

テクニカル サポート データ ファイル
を保存するリモート サーバのパスワー
ドを指定します。このフィールドは、
プロトコルが TFTP または HTTP の場
合は適用されません。

ステップ 9

Server /chassis/tech-support # commit

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

ステップ 10

Server /chassis/tech-support # start

リモート サーバへのデータ ファイルの
転送を開始します。
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Cisco IMC の再起動

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11

（任意） Server /chassis/tech-support #
show detail

リモート サーバへのデータ ファイルの
転送の進捗状況が表示されます。

ステップ 12

（任意） Server /chassis/tech-support #
cancel

リモート サーバへのデータ ファイルの
転送をキャンセルします。

例
次に、テクニカル サポート データ ファイルを作成し、そのファイルを TFTP サーバに
転送する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope tech-support
Server /chassis/tech-support # set collect-from all
Server /chassis/tech-support* # set remote-ip 192.0.20.41
Server /chassis/tech-support* # set remote-protocol tftp
Server /chassis/tech-support *# set remote-path /user/user1/default.tar.gz
Server /chassis/tech-support *# commit
Server /chassis/tech-support # start
Tech Support upload started.
Server /chassis/tech-support # show detail
Tech Support:
Server Address: 192.0.20.41
Path('default' for auto-naming): default.tar.gz
Protocol: tftp
Username:
Password: ******
Collect from: all
Progress(%): 100
Status: COMPLETED
Server /chassis/tech-support #

次のタスク
生成されたレポート ファイルを Cisco TAC に提供します。

Cisco IMC の再起動
現在実行されているファームウェアで問題が発生した場合など、非常に珍しいケースですが、
サーバのトラブルシューティング時に、Cisco IMC の再起動が必要になることがあります。こ
の手順は、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。Cisco IMC を再起動した後にログオ
フすると、Cisco IMC は数分間使用できません。
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（注）

サーバが電源投入時自己診断テスト（POST）を実行しているとき、または Extensible Firmware
Interface（EFI）シェルを操作しているときに Cisco IMC を再起動すると、サーバの電源は、
Cisco IMC の再起動が完了するまでオフになります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # reboot

Cisco IMC が再起動します。

例
次に、Cisco IMC を再起動する例を示します。
Server# scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # reboot

BIOS CMOS のクリア
非常に珍しいケースですが、サーバのトラブルシューティング時に、サーバの BIOS CMOS メ
モリのクリアが必要になることがあります。この手順は、通常のサーバ メンテナンスには含ま
れません。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bios

bios コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bios # clear-cmos

確認を求めるプロンプトの後に、CMOS
メモリがクリアされます。
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例
次に、BIOS CMOS メモリをクリアする例を示します。
Server# scope server 2
Server/server # scope bios
Server /server/bios # clear-cmos
This operation will clear the BIOS CMOS.
Note: Server should be in powered off state to clear CMOS.
Continue?[y|n] y
Server /server/bios #

BMC の出荷時デフォルトへのリセット
現在実行されているファームウェアで問題が発生した場合など、非常に珍しいケースですが、
サーバのトラブルシューティング時に、BMC の出荷時の初期状態へのリセットが必要になる
ことがあります。これを行うと、ユーザが設定可能なすべての設定がリセットされます。
この手順は、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。BMC をリセットした後は、ログ
オフしてから再びログインする必要があります。また、接続が失われ、ネットワーク設定を再
び指定する必要がある場合もあります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。
（注）

ステップ 3 Server /server/bmc # factory-default

選択したサーバ番号に応じて
BMC1 または BMC2 モードが
開始されます。

確認プロンプトの後に、 BMC が出荷時
デフォルトにリセットされます。すべて
の BMC 設定が失われ、インベントリの
情報の一部は、サーバは電源が投入され
ているか、電源が再投入するまで、使用
できない場合があります。

例
この例では、BMC1 を工場出荷時のデフォルトにリセットします。
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Server# scope server 1
Server /server # scope bmc
Server /server/bmc # factory-default
This operation will reset the Server BMC configuration to factory default.
All your configuration will be lost. Some inventory information may
not be available until the server is powered on or power cycled.
Continue?[y|N] y

出荷時の初期状態へのリセット
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server# scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # factory-default {storage 工場出荷時のデフォルトにリセットする
| vic | bmc1 | bmc2 | cmc | all}
ことを選択したコンポーネントによって
は、そのコンポーネントの設定パラメー
タが工場出荷時のデフォルトに復元され
ます。次のいずれかのコンポーネントを
選択できます。
• all：ストレージ コントローラ、
VIC、BMC1、BMC2、および CMC
の設定を工場出荷時のデフォルトに
リセットします。
• bmc1 : BMC1 設定が工場出荷時の
デフォルトにリセットされます。
• bmc2 : BMC2 設定が工場出荷時の
デフォルトにリセットされます。
• cmc ] CMCs 設定が工場出荷時のデ
フォルトにリセットされます。
• storage：ストレージ コントロー
ラの設定を工場出荷時のデフォルト
にリセットします。
• vic：VIC の設定を工場出荷時のデ
フォルトにリセットします。
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サーバ ユーティリティ
出荷時の初期状態へのリセット

コマンドまたはアクション

目的
確認プロンプトで y を入力して選択し
たコンポーネントをデフォルトにリセッ
トします。
（注）

CMC をデフォルトにリセット
すると、すべての CMC 設定が
失われ、ネットワーク設定
モードはデフォルトで、Cisco
Card モードに設定されます。
CMC 工場設定デフォルト値に
は、次の条件が含まれます。
• Cisco IMC CLI へのアクセ
ス用に、SSH が有効に
なっている。Telnet はディ
セーブルになります。
• Cisco IMC GUI へのアクセ
ス用に、SSH が有効に
なっている。
• 単一のユーザ アカウント
が存在している（ユーザ
名は admin 、パスワード
は password です）。
• 管理ポートで DHCP がイ
ネーブルになっている。
• 前の実際のブート順序が
保持される。
• KVM と vMedia がイネー
ブルになっている。
• USB がイネーブルになっ
ている。
• SoL がディセーブルに
なっている。

ステップ 3 （任意） Server /chassis # show
factory-reset-status

工場出荷時の状態が表示されます。

例
次に、工場出荷時のデフォルトにリセットする例を示します。
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Server# scope chassis
Server /chassis # factory-default vic
his factory-default operation does the following on these components without any back-up:
VIC – all user configured data will deleted and controller properties reset to default
values
(Host power-cycle is required for it to be effective)
Storage – all user configured data (including OS VD/drive if any) will be deleted,
controller properties and zoning settings reset to default values (Host power-cycle is
required for it to be effective)
BMC – all Server BMC configuration reset to factory default values
CMC – all user configured data (including admin password) will be deleted and CMC settings
reset to default values
Continue?[y|N]y
factory-default for ' vic' started. Please check the status using "show
factory-reset-status".
Server /chassis # show factory-reset-status
Factory Reset Status:
Storage: NA
VIC: Pending
BMC1: NA
BMC2: NA
CMC: NA
Server /chassis #

出荷時の初期状態へのリセット
始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server# scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # factory-default {storage 工場出荷時のデフォルトにリセットする
| vic | bmc1 | bmc2 | cmc | all}
ことを選択したコンポーネントによって
は、そのコンポーネントの設定パラメー
タが工場出荷時のデフォルトに復元され
ます。次のいずれかのコンポーネントを
選択できます。
• all：ストレージ コントローラ、
VIC、BMC1、BMC2、および CMC
の設定を工場出荷時のデフォルトに
リセットします。
• bmc1 : BMC1 設定が工場出荷時の
デフォルトにリセットされます。
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サーバ ユーティリティ
出荷時の初期状態へのリセット

コマンドまたはアクション

目的
• bmc2 : BMC2 設定が工場出荷時の
デフォルトにリセットされます。
• cmc ] CMCs 設定が工場出荷時のデ
フォルトにリセットされます。
• storage：ストレージ コントロー
ラの設定を工場出荷時のデフォルト
にリセットします。
• vic：VIC の設定を工場出荷時のデ
フォルトにリセットします。
確認プロンプトで y を入力して選択し
たコンポーネントをデフォルトにリセッ
トします。
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サーバ ユーティリティ
出荷時の初期状態へのリセット

コマンドまたはアクション

目的
（注）

CMC をデフォルトにリセット
すると、すべての CMC 設定が
失われ、ネットワーク設定
モードはデフォルトで、Cisco
Card モードに設定されます。
CMC 工場設定デフォルト値に
は、次の条件が含まれます。
• Cisco IMC CLI へのアクセ
ス用に、SSH が有効に
なっている。Telnet はディ
セーブルになります。
• Cisco IMC GUI へのアクセ
ス用に、SSH が有効に
なっている。
• 単一のユーザ アカウント
が存在している（ユーザ
名は admin 、パスワード
は password です）。
• 管理ポートで DHCP がイ
ネーブルになっている。
• 前の実際のブート順序が
保持される。
• KVM と vMedia がイネー
ブルになっている。
• USB がイネーブルになっ
ている。
• SoL がディセーブルに
なっている。

ステップ 3 （任意） Server /chassis # show
factory-reset-status

工場出荷時の状態が表示されます。

例
次に、工場出荷時のデフォルトにリセットする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # factory-default vic
his factory-default operation does the following on these components without any back-up:
VIC – all user configured data will deleted and controller properties reset to default
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Cisco IMC と BMC 設定のエクスポートとインポート

values
(Host power-cycle is required for it to be effective)
Storage – all user configured data (including OS VD/drive if any) will be deleted,
controller properties and zoning settings reset to default values (Host power-cycle is
required for it to be effective)
BMC – all Server BMC configuration reset to factory default values
CMC – all user configured data (including admin password) will be deleted and CMC settings
reset to default values
Continue?[y|N]y
factory-default for ' vic' started. Please check the status using "show
factory-reset-status".
Server /chassis # show factory-reset-status
Factory Reset Status:
Storage: NA
VIC: Pending
BMC1: NA
BMC2: NA
CMC: NA
Server /chassis #

Cisco IMC と BMC 設定のエクスポートとインポート
CMC 設定のエクスポート
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、Cisco
IMC 設定をインポートしないでください。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope import-export

import-export コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 3 Server /chassis/import-export #
import-config protocol ip-address
path-and-filename

指定した IPv4 アドレスまたは IPv6 アド
レス、またはホスト名にあるリモート
サーバ上の、指定したパスとファイル名
のコンフィギュレーション ファイルが
インポートされます。リモート サーバ
は次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
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コマンドまたはアクション

目的
• SFTP
• SCP
• HTTP
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 4 ユーザ名、パスワード、およびパス フ インポートするファイルのユーザ名、パ
レーズを入力します。
スワード、およびパスフレーズを設定し
ます。インポート操作を開始します。
インポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、show detail コマンドを使用しま
す。操作を中止するには、CTRL+C を入力します。

例
次に、Cisco IMC 設定をインポートする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope import-export
Server /chassis/import-export # import-config tftp 192.0.2.34 /ucs/backups/cimc5.xml
Username:pynj
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Password:****
Passphrase:***
Import config started. Please check the status using "show detail".
Server /chassis/import-export # show detail
Import Export:
Operation: Import
Status: COMPLETED
Error Code: 100 (No Error)
Diagnostic Message: NONE
Server /chassis/import-export #

BMC 設定のインポート
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、Cisco
IMC 設定をインポートしないでください。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope import-export import-export コマンド モードを開始しま
す。
ステップ 4 Server /server/bmc/import-export #
import-config protocol ip-address
path-and-filename

指定した IPv4 アドレスまたは IPv6 アド
レス、またはホスト名にあるリモート
サーバ上の、指定したパスとファイル名
のコンフィギュレーション ファイルが
インポートされます。リモート サーバ
は次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 5 [ユーザ名（Username）] と [パスワード インポートするファイルのユーザ名とパ
（Password）] を入力します。
スワードを設定します。インポート操作
を開始します。
インポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、show detail コマンドを使用しま
す。操作を中止するには、CTRL+C を入力します。

例
次に、Cisco IMC 設定をインポートする例を示します。
Server# scope server 2
Server /server# scope bmc
Server /server/bmc # scope import-export
Server /server/bmc/import-export # import-config tftp 192.0.2.34 /ucs/backups/cimc5.xml
Username:pynj
Password:****
Import config started. Please check the status using "show detail".
Server /chassis/import-export # show detail
Import Export:
Operation: Import
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Status: COMPLETED
Error Code: 100 (No Error)
Diagnostic Message: NONE
Server /server/bmc/import-export #

BMC 設定のエクスポート
（注）

セキュリティ上の理由から、この操作でユーザ アカウントやサーバ証明書をエクスポートしな
いでください。

重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、Cisco
IMC 設定をエクスポートしないでください。
始める前に
バックアップ リモート サーバの IP アドレスを取得します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 2 Server /server # scope bmc

bmc コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /server/bmc # scope import-export import-export コマンド モードを開始しま
す。
ステップ 4 Server /server/bmc/import-export #
export-config protocol ip-address
path-and-filename

コンフィギュレーション ファイルは、
指定した IPv4 または IPv6 アドレス、あ
るいはホスト名のリモート サーバに、
指定したパスとファイル名で保存されま
す。リモート サーバは次のいずれかの
タイプになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 5 [ユーザ名（Username）] と [パスワード エクスポートするファイルのユーザ名、
（Password）] を入力します。
パスワード、およびパスフレーズを設定
します。バックアップ操作を開始しま
す。
エクスポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、show detail コマンドを使用しま
す。操作を中止するには、CTRL+C を入力します。

例
次に、Cisco IMC コンフィギュレーションをバックアップする例を示します。
Server# scope server 2
Server /server# scope bmc
Server /server/bmc # scope import-export
Server /server/bmc/import-export # export-config tftp 192.0.2.34 /ucs/backups/cimc5.xml
Username:pynj
Password:****
Export config started. Please check the status using "show detail".
Server /cimc/import-export # show detail
Import Export:

S3260 ストレージ サーバ向け Cisco UCS 統合管理コントローラ リリース 4.0 CLI コンフィギュレーション ガイド
395

サーバ ユーティリティ
CMC 設定のエクスポート

Operation: EXPORT
Status: COMPLETED
Error Code: 100 (No Error)
Diagnostic Message: NONE
Server /server/bmc/import-export #

CMC 設定のエクスポート
（注）

セキュリティ上の理由から、この操作でユーザ アカウントやサーバ証明書をエクスポートしな
いでください。

重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、Cisco
IMC 設定をエクスポートしないでください。
始める前に
バックアップ リモート サーバの IP アドレスを取得します。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope import-export

import-export コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 3 Server /chassis/import-export #
export-config protocol ip-address
path-and-filename

コンフィギュレーション ファイルは、
指定した IPv4 または IPv6 アドレス、あ
るいはホスト名のリモート サーバに、
指定したパスとファイル名で保存されま
す。リモート サーバは次のいずれかの
タイプになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 4 ユーザ名、パスワード、およびパス フ エクスポートするファイルのユーザ名、
レーズを入力します。
パスワード、およびパスフレーズを設定
します。バックアップ操作を開始しま
す。
エクスポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、show detail コマンドを使用しま
す。操作を中止するには、CTRL+C を入力します。

例
次に、Cisco IMC コンフィギュレーションをバックアップする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope import-export
Server /chassis/import-export # export-config tftp 192.0.2.34 /ucs/backups/cimc5.xml
Username:pynj
Password:****
Passphrase:***
Export config started. Please check the status using "show detail".
Server /chassis/import-export # show detail
Import Export:
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Operation: EXPORT
Status: COMPLETED
Error Code: 100 (No Error)
Diagnostic Message: NONE
Server /chassis/import-export #

VIC アダプタ設定のエクスポート
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、VIC
アダプタ設定をエクスポートしないでください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # export-all-adapters
protocol ip-address path-and-filename

指定した IPv4 アドレスまたは IPv6 アド
レス、またはホスト名にあるリモート
サーバ上の、指定したパスとファイル名
のコンフィギュレーション ファイルが
インポートされます。リモート サーバ
は次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

エクスポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、show detail コマンドを使用しま
す。操作を中止するには、CTRL+C を入力します。

例
次に、VIC アダプタ設定をエクスポートする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # export-all-adapters tftp 10.10.10.10 /ucs/backups/cfdes.xml
Do you wish to continue? [y/N]y
Username: draf
Password:
Export config for all Adapters is triggered. Please check status using show
adapter-ie-status detail.
Server /chassis # show adapter-ie-status detail
All VIC Import Export:
Operation: ALL-VIC-EXPORT
Status: COMPLETED
Error Code: 100 (No Error)
Diagnostic Message: NONE
Server /chassis #
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VIC アダプタ設定のインポート
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、VIC
アダプタ設定をインポートしないでください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # import-all-adapters
protocol ip-address path-and-filename

指定した IPv4 アドレスまたは IPv6 アド
レス、またはホスト名にあるリモート
サーバ上の、指定したパスとファイル名
のコンフィギュレーション ファイルが
インポートされます。リモート サーバ
は次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバ
では、リモート サーバから
ファームウェアを更新したと
きの、サーバのフィンガープ
リントの確認をサポートする
ようになりました。このオプ
ションは、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP
を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しなが
ら、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択
した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」
というメッセージが表示され
ます。サーバ フィンガープリ
ントの信頼性に応じて、[y] ま
たは [n] をクリックします。
フィンガープリントはホスト
の公開キーに基づいており、
接続先のホストを識別または
確認できます。

ステップ 3 ユーザ名とパスワードを入力します。

インポート操作を開始します。

インポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、show detail コマンドを使用しま
す。操作を中止するには、CTRL+C を入力します。

例
次に、VIC アダプタの設定をインポートする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # import-all-adapters tftp 10.10.10.10 /ucs/backups/cfdes.xml
Do you wish to continue? [y/N]y
Username: gdts
Password:
Import config for all Adapters is triggered. Please check status using show
adapter-ie-status detail.
Server /chassis # show adapter-ie-status detail
All VIC Import Export:
Operation: ALL-VIC-IMPORT
Status: COMPLETED
Error Code: 100 (No Error)
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Diagnostic Message: NONE
Server /chassis #

ホストへのマスク不能割り込みの生成
状況によっては、サーバがハングして、従来のデバッグ メカニズムに応答しない場合がありま
す。ホストへのマスク不能割り込み（NMI）を生成することにより、サーバのクラッシュ ダン
プ ファイルを作成および送信して、サーバのデバッグに使用することができます。
サーバに関連付けられたオペレーティング システムの種類によっては、このタスクで OS が再
起動される場合があります。
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # scope server {1 | 2}

サーバ 1 または 2 のサーバ コマンド
モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/server # generate-nmi

サーバのクラッシュ ダンプ ファイルが
生成されます。
このコマンドを使用するには、サーバが
電源をオンにし、管理者としてログイン
する必要があります。

例
次に、ホストへの NMI 信号を生成する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 2
Server /chassis/server # generate-nmi
This operation will send NMI to host and may cause reboot of OS
OS reboot depends on it's NMI configuration
Do you want to continue? [y|N] y
Server /chassis/server #
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Cisco IMC バナーの追加
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # upload-banner

バナーを入力するプロンプトが表示され
ます。

ステップ 3 バナーを入力し、CTRL+D キーを押し
ます。

プロンプトで、y を入力します。これに
よって現在のセッションが失われ、もう
一度ログインすると、バナーが表示され
ます。

ステップ 4 （任意） Server /chassis # show-banner

追加したバナーが表示されます。

例
次に、Cisco IMC バナーを追加する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # upload-banner
Please paste your custom banner here, when finished, press enter and CTRL+D.
hello world
This will terminate all open SSH session to take an immediate action.
Do you wish to continue? [y/N] yy
Server /chassis # show-banner
hello world
Server /chassis #

インベントリの詳細のダウンロードと表示
Web UI から次のインベントリの詳細を取得し、ファイルに保存できます。
• システムのプロパティ
• CPU 情報
• 電源装置インベントリ
• PCI アダプタ カード
• メモリの詳細
• トラステッド プラットフォーム モジュール情報
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サーバ ユーティリティ
インベントリの詳細のダウンロードと表示

• ディスク情報
• ネットワーク インターフェイス カード
• ストレージ アダプタ カード
• 仮想インターフェイス カード
• ファン ステータス
• Flex フラッシュ カード
• BBU ステータス
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 Server /chassis # inventory-refresh

データ収集アクティビティを開始し、
ファイルにデータを保存します。

ステップ 3 Server /chassis # inventory-all

インベントリ情報を表示します。

例
次に、インベントリの詳細とインベントリ コレクションの状態を表示する例を示しま
す。
Server# scope chassis
Server /chassis #inventory-refresh
Inventory data collection started.
Server /chassis #inventory-all
Hardware Inventory Information:
Status: IN-PROGRESS
Progress(%): 5
...
Progress(%): 50
sysProductName: UCS C240 M3S
sysProductID: UCSC-C240-M3S
sysSerialNum: FCH1925V21U
...
CPU
id: 1
SocketDesignation: CPU1
ProcessorManufacturer: Intel(R) Corporation
ProcessorFamily: Xeon
ThreadCount: 4
Server /chassis #
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付録

A

サーバ モデル別 BIOS パラメータ
この付録の内容は、次のとおりです。
• S3260 M3 サーバ （405 ページ）
• S3260 M4 サーバ （434 ページ）
• S3260 M5 サーバ （465 ページ）

S3260 M3 サーバ
[Main] タブ
名前

説明

[Reboot Host Immediately]
チェックボックス

オンにすると、ホスト サーバが直ちに再起動されます。この
チェックボックスは、変更を保存してからオンにする必要が
あります。

[TPM Support]

TPM（トラステッド プラットフォーム モジュール）は、主に
暗号キーを使用する基本的なセキュリティ関連機能を提供す
るように設計されたマイクロチップです。このオプションを
使用すると、システムの TPM セキュリティ デバイス サポー
トを制御できます。次のいずれかを指定できます。

set TPMAdminCtrl

• [Disabled]：サーバは TPM を使用しません。
• [Enabled]：サーバは TPM を使用します。
（注）

オペレーティング システムがこの機能をサポートす
るかどうかについては、オペレーティング システム
のベンダーに問い合わせることを推奨します。
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[Advanced] タブ

名前

説明

[Power ON Password Support] ド このトークンでは、F2 BIOS 設定を使用する前に BIOS パス
ロップダウン
ワードを設定する必要があります。有効にすると、IO 設定、
BIOS セットアップ、BIOS を使用したオペレーティング シス
テムへの起動など、BIOS 機能にアクセスする前にパスワード
を検証する必要があります。次のいずれかを指定できます。
• [Disabled]：サポートはディセーブルになっています。
• [Enabled]：サポートはイネーブルになっています。
（注）

このフィールドは、一部の C シリーズ サーバでのみ
使用できます。

[Actions] 領域
名前

説明

[Save] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータの設定を保存し、ダイア
ログボックスを閉じます。
[Reboot Host Immediately] チェックボックスがオフの場合、
サーバはすぐにリブートされ、新しい BIOS 設定が有効にな
ります。そうでない場合、変更内容はサーバが手動でリブー
トされるまで保存されます。

[Reset] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータの値を、このダイアログ
ボックスが最初に開いたときに有効であった設定にリセット
します。

[Restore Defaults] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータをそのデフォルト値に設
定します。

[Advanced] タブ
サーバ リブート オプション
変更内容を後で適用するには、[Reboot Host Immediately] チェックボックスをオフにします。
Cisco IMC変更を保存し、次回サーバを再起動する際に変更を適用します。

（注）

保留中の BIOS パラメータの変更がすでにある場合、Cisco IMC は、[Save Changes] をクリック
したときに、保存されている値を現在の設定で自動的に上書きします。
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[Processor Configuration] のパラメータ
名前

説明

[Intel Hyper-Threading Technology] ド
ロップダウン リスト

プロセッサでインテル ハイパースレッディング テクノ
ロジーを使用するかどうか。このテクノロジーでは、
マルチスレッド ソフトウェア アプリケーションのス
レッドを各プロセッサ内で並列に実行できます。次の
いずれかになります。

set IntelHyperThread

• [Disabled]：プロセッサでのハイパースレッディン
グを禁止します。
• [Enabled]：プロセッサでの複数スレッドの並列実
行を許可します。
オペレーティング システムがこの機能をサポートする
かどうかについては、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせることを推奨します。
[有効化されたコア数（Number of
サーバ上の 1 つ以上の物理コアをディセーブルにでき
Enabled Cores）] ドロップダウン リス ます。次のいずれかになります。
ト
• [All]：すべての物理コアをイネーブルにします。
set CoreMultiProcessing
これにより、関連付けられている論理プロセッサ
コアで Hyper Threading もイネーブルになります。
• [1] ～ [n]：サーバで実行できる物理プロセッサ コ
アの数を指定します。各物理コアには、論理コア
が関連付けられています。
オペレーティング システムがこの機能をサポートする
かどうかについては、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせることを推奨します。
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名前

説明

[Execute Disable] ドロップダウン リス アプリケーション コードを実行できる場所を指定する
ト
ために、サーバのメモリ領域を分類します。この分類
の結果、悪意のあるワームがバッファにコードを挿入
set ExecuteDisable
しようとした場合、プロセッサでコードの実行をディ
セーブルにします。この設定は、損害、ワームの増殖、
および特定クラスの悪意のあるバッファオーバーフロー
攻撃を防止するのに役立ちます。次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：プロセッサでメモリ領域を分類しませ
ん。
• [Enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類します。
オペレーティング システムがこの機能をサポートする
かどうかについては、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせることを推奨します。
[Intel VT]
set IntelVT

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）を使
用するかどうか。このテクノロジーでは、1 つのプラッ
トフォームで、複数のオペレーティング システムとア
プリケーションをそれぞれ独立したパーティション内
で実行できます。次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでの仮想化を禁止します。
• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティン
グ システムをそれぞれ独立したパーティション内
で実行できます。
（注）

[Intel VT-d]
set IntelVTD

このオプションを変更した場合は、設定を有
効にするためにサーバの電源を再投入する必
要があります。

Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
プロセッサで使用するかどうか。次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使
用しません。
• [Enabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使
用します。
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名前

説明

[Intel VT-d Coherency Support]

プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかど
うか。次のいずれかになります。

set CoherencySupport

• [Disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポート
しません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に
応じて使用します。
[Intel VT-d ATS Support]
set ATS

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
（ATS）をサポートするかどうか。次のいずれかにな
ります。
• [Disabled]：プロセッサで ATS をサポートしませ
ん。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じて
使用します。

[CPU Performance]
set CPUPerformance

サーバの CPU パフォーマンス プロファイルを設定しま
す。パフォーマンス プロファイルは次のオプションで
構成されます。
• DCU Streamer Prefetcher
• DCU IP Prefetcher
• Hardware Prefetcher
• Adjacent Cache-Line Prefetch
次のいずれかになります。
• [Enterprise]：すべてのオプションがイネーブルで
す。
• [High Throughput]：DCUIP Prefetcher のみが有効に
なります。残りのオプションはディセーブルにな
ります。
• [HPC]：すべてのオプションが有効になります。
この設定はハイ パフォーマンス コンピューティン
グとも呼ばれます。
• [Custom]：パフォーマンス プロファイルのすべて
のオプションをサーバの BIOS セットアップから
設定できます。また、Hardware Prefetcher オプショ
ンと Adjacent Cache-Line Prefetch オプションは、下
記のフィールドで設定できます。
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名前

説明

[ハードウェア プリフェッチャ
（Hardware Prefetcher）] ドロップダ
ウン リスト

プロセッサで、インテル ハードウェア プリフェッチャ
が必要に応じてデータおよび命令ストリームをメモリ
から取得し、統合 2 次キャッシュに入れることを許可
するかどうか。次のいずれかになります。

set HardwarePrefetch

• [Disabled]：ハードウェア プリフェッチャは使用し
ません。
• [Enabled]：プロセッサで、キャッシュの問題が検
出されたときにプリフェッチャを使用します。
[隣接キャッシュラインプリフェッ
プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶
チャ（Adjacent Cache Line
数または奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどう
Prefetcher）] ドロップダウン リスト か。次のいずれかになります。
set AdjacentCacheLinePrefetch

• [Disabled]：プロセッサで必要な行のみを取得しま
す。
• [Enabled]：プロセッサで必要な行およびペアの行
の両方を取得します。

[DCUストリーマープリフェッチ
プロセッサで DCU IP プリフェッチ メカニズムを使用
（DCU Streamer Prefetch）] ロップダ して履歴キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1
ウン リスト
キャッシュ内で最も関連性の高い行をプリロードしま
す。次のいずれかになります。
set DcuStreamerPrefetch
• [Disabled]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求
を予測しようとせず、明示的に要求された行のみ
を取得します。
• [Enabled]：DCU Prefetcher でキャッシュ読み取りパ
ターンを分析し、必要と判断した場合にキャッシュ
内の次の行を事前に取得します。
[DCU IPプリフェッチャ（DCU IP
プロセッサで DCU IP プリフェッチ メカニズムを使用
Prefetcher）] ドロップダウン リスト して履歴キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1
キャッシュ内で最も関連性の高い行をプリロードしま
set DcuIpPrefetch
す。次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでキャッシュ データをプリ
ロードしません。
• [Enabled]：DCU IP プリフェッチャで最も関連性が
高いと判断されたデータを含む L1 キャッシュをプ
リロードします。
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名前

説明

[ダイレクトキャッシュアクセスサ
プロセッサで、データを I/O デバイスから直接プロセッ
ポート（Direct Cache Access Support）] サ キャッシュに入れることにより、I/O パフォーマン
ドロップダウン リスト
スを向上させることができます。この設定はキャッシュ
ミスを減らすのに役立ちます。次のいずれかになりま
set DirectCacheAccess
す。
• [Disabled]：データは I/O デバイスから直接プロセッ
サ キャッシュには入れられません。
• [Enabled]：データは I/O デバイスから直接プロセッ
サ キャッシュに入れられます。
[Power Technology]
set CPUPowerManagement

次のオプションの CPU 電源管理設定を指定できます。
• [Enhanced Intel Speedstep Technology]
• [Intel Turbo Boost Technology]
• [Processor Power State C6]
[Power Technology] は次のいずれかになります。
• [Custom]：前述の BIOS パラメータの個々の設定が
使用されます。これらの BIOS パラメータのいず
れかを変更する場合は、このオプションを選択す
る必要があります。
• [Disabled]：サーバで CPU 電源管理は実行されず、
前述の BIOS パラメータの設定が無視されます。
• [Energy Efficient][Energy_Efficient]：前述の BIOS パ
ラメータに最適な設定が決定され、これらのパラ
メータの個々の設定は無視されます。
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名前

説明

[Enhanced Intel Speedstep Technology] プロセッサで拡張版 Intel SpeedStep テクノロジーを使
ドロップダウン リスト
用するかどうか。このテクノロジーでは、プロセッサ
の電圧やコア周波数をシステムが動的に調整できます。
set EnhancedIntelSpeedStep
このテクノロジーにより、平均電力消費量と平均熱発
生量が減少する可能性があります。次のいずれかにな
ります。
• [Disabled]：プロセッサの電圧または周波数を動的
に調整しません。
• [Enabled]：プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep
Technology が使用され、サポートされているすべ
てのスリープ状態でさらに電力を節約することが
可能になります。
オペレーティング システムがこの機能をサポートする
かどうかについては、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせることを推奨します。
（注）

[Intel Turbo Boost Technology]
set IntelTurboBoostTech

[Power Technology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよ
うにしない場合、このパラメータの設定は無
視されます。

プロセッサでインテル ターボ ブースト テクノロジーを
使用するかどうか。このテクノロジーでは、仕様より
も低い電力、温度、または電圧でプロセッサが動作し
ていると、自動的にそのプロセッサの周波数が上がり
ます。次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサの周波数は自動的には上が
りません。
• [Enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost
Technology が利用されます。
（注）

[Power Technology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよ
うにしない場合、このパラメータの設定は無
視されます。
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名前

説明

[Processor Power State C6]

BIOS からオペレーティング システムに C6 レポートを
送信するかどうか。OS はレポートを受信すると、プロ
セッサを電力量の少ない C6 状態に移行してエネルギー
使用量を減らし、最適なプロセッサ パフォーマンスを
維持できます。次のいずれかになります。

set ProcessorC6Report

• [Disabled]：BIOS から C6 レポートを送信しませ
ん。
• [Enabled]：BIOS から C6 レポートを送信し、OS が
プロセッサを電力量の少ない C6 状態に移行できる
ようにします。
（注）

[Power Technology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよ
うにしない場合、このパラメータの設定は無
視されます。

[プロセッサの電源状態C1拡張
C1 ステートに入ったときに、CPU が最小周波数に移行
（Processor Power State C1 Enhanced）] するかどうか。次のいずれかになります。
ドロップダウン リスト
• [Disabled]：CPU は C1 ステートでも引き続き最大
set ProcessorC1EReport
周波数で動作します。
• [Enabled]：CPU は最小周波数に移行します。この
オプションでは C1 ステートで節約される電力量が
最大になります。
[周波数フロアオーバーライド
アイドル時に、CPU がターボを除く最大周波数よりも
（Frequency Floor Override）] ドロッ 低い周波数にできるようにするかどうか。次のいずれ
プダウン リスト
かになります。
set CpuFreqFloor

• [Disabled]：アイドル状態のときに、CPU を最大非
ターボ周波数よりも低くできます。このオプショ
ンでは電力消費が低下しますが、システムパフォー
マンスが低下する可能性があります。
• [Enabled]：アイドル状態のときに、CPU を最大非
ターボ周波数よりも低くできません。このオプショ
ンではシステム パフォーマンスが向上しますが、
消費電力が増加することがあります。
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名前

説明

[P-STATE調整（P-STATE
BIOS がオペレーティング システムに P-state サポート
Coordination）] ドロップダウン リス モデルを伝達する方法を定義できます。Advanced
ト
Configuration and Power Interface（ACPI）仕様では、次
の 3 つのモデルが定義されています。
set PsdCoordType
• [HW_ALL]：プロセッサ ハードウェアによって、
依存関係にある論理プロセッサ（パッケージ内の
すべての論理プロセッサ）間の P-state を調整しま
す。
• [SW_ALL]：OS Power Manager（OSPM）によって、
依存関係にある論理プロセッサ（物理パッケージ
内のすべての論理プロセッサ）間の P-state を調整
します。すべての論理プロセッサで遷移を開始す
る必要があります。
• [SW_ANY]：OS Power Manager（OSPM）によっ
て、依存関係にある論理プロセッサ（パッケージ
内のすべての論理プロセッサ）間の P-state を調整
します。ドメイン内の任意の論理プロセッサで遷
移を開始できます。
（注）

[Power Technology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよ
うにしない場合、このパラメータの設定は無
視されます。

[エネルギーパフォーマンス（Energy システム パフォーマンスまたはエネルギー効率がこの
Performance）] ドロップダウン リス サーバで重要かどうかを判断できます。次のいずれか
ト
になります。
set CpuEngPerfBias

• Balanced_Energy
• Balanced_Performance
• Energy_Efficient
• Performance
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[Memory Configuration] のパラメータ
名前

説明

[Select Memory RAS]

サーバに対するメモリの信頼性、可用性および機密性
（RAS）の設定方法。次のいずれかになります。

set SelectMemoryRAS

• [Maximum Performance][Maximum_Performance]：シ
ステムのパフォーマンスが最適化されます。
• [Mirroring]：システムのメモリの半分をバックアッ
プとして使用することにより、システムの信頼性
が最適化されます。
• [Lockstep]：サーバ内の DIMM ペアが、同一のタイ
プ、サイズ、および構成を持ち、SMI チャネルに
またがって装着されている場合、ロックステップ
モードを有効にして、メモリ アクセス遅延の最小
化およびパフォーマンスの向上を実現できます。
このオプションを使用した場合、[Mirroring] より
もシステム パフォーマンスが向上し、[Maximum
Performance] よりも信頼性が向上しますが、
[Mirroring] よりも信頼性が低く、[Maximum
Performance] よりもシステム パフォーマンスは低
下します。
[DRAMクロックスロットリング
メモリ帯域幅と消費電力に関してシステム設定を調整
（DRAM Clock Throttling）] ドロップ できます。次のいずれかになります。
ダウン リスト
• [Balanced]：DRAM クロック スロットリングを低
set DRAMClockThrottling
下させ、パフォーマンスと電力のバランスをとり
ます。
• [Performance]：DRAM クロック スロットリングを
無効化し、追加の電力を使用してメモリ帯域幅を
増やします。
• [Energy Efficient]：DRAMのクロック スロットリン
グを上げてエネルギー効率を向上させます。
[NUMA] ドロップダウン リスト
set NUMAOptimize

BIOS で Non-Uniform Memory Access（NUMA）がサポー
トされているかどうか。次のいずれかになります。
• [Disabled]：BIOS で NUMA をサポートしません。
• [Enabled]：NUMA に対応したオペレーティング シ
ステムに必要な ACPI テーブルを BIOS に含めま
す。このオプションを有効にする場合は、一部の
プラットフォームでシステムのソケット間メモリ
インターリーブを無効にする必要があります。
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名前

説明

[低電圧DDRモード（Low Voltage DDR 低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで
Mode）] ドロップダウン リスト
優先するか。次のいずれかになります。
set LvDDRMode

• [Power Saving Mode][Power_Saving_Mode]：低電圧
のメモリ動作が高周波数のメモリ動作よりも優先
されます。 このモードでは、電圧を低く維持する
ために、メモリの周波数が低下する可能性があり
ます。
• [Performance Mode][Performance_Mode]：高周波数
の動作が低電圧の動作よりも優先されます。

[DRAMリフレッシュレート（DRAM DRAMセルをリフレッシュするレートを設定できます。
Refresh Rate）] ドロップダウン リス 次のいずれかになります。
ト
• [1x]：DRAM セルは、64 ミリ秒ごとにリフレッシュ
set DramRefreshRate
されます。
• [2x]：DRAM セルは、32 ミリ秒ごとにリフレッシュ
されます。
• [3x]：DRAM セルは、21 ミリ秒ごとにリフレッシュ
されます。
• [4x]：DRAM セルは、16 ミリ秒ごとにリフレッシュ
されます。
• [Auto]：DRAM セルのリフレッシュ レートは、シ
ステム設定に基づき BIOS によって自動的に選択
されます。これは、このパラメータの推奨設定で
す。
[チャネルインターリーブ（Channel CPU がメモリ ブロックを分割して、インターリーブさ
Interleaving）] ドロップダウン リスト れたチャネル間にデータの連続部分を分散し、同時読
み取り動作を有効にするかどうか。次のいずれかにな
set ChannelInterLeave
ります。
• [Auto]：実行するインターリーブを、CPU が決定
します。
• [1Way][1_Way]：一部のチャネル インターリーブ
が使用されます。
• [2Way][2_Way]
• [3Way][3_Way]
• [4Way][4_Way]：最大のチャネル インターリーブ
が使用されます。
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名前

説明

[Rank Interleaving]

1 つのランクを更新中に別のランクにアクセスできるよ
う、CPU がメモリの物理ランクをインターリーブする
かどうか。次のいずれかになります。

set RankInterLeave

• [Auto]：実行するインターリーブを、CPU が決定
します。
• [1Way][1_Way]：一部のランク インターリーブが
使用されます。
• [2Way][2_Way]
• [4Way][4_Way]
• [8Way][8_Way]：最大量のランク インターリーブ
が使用されます。
[Patrol Scrub]
set PatrolScrub

システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ
ト メモリ エラーをアクティブに探して訂正するかどう
か。次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU がメモリ アドレスの読み取りまた
は書き込みを行うときのみ、システムはメモリの
ECC エラーをチェックします。
• [Enabled]：システムは定期的にメモリを読み書き
して ECC エラーを探します。エラーが見つかる
と、システムは修正を試みます。このオプション
により、単一ビット エラーは複数ビット エラーに
なる前に修正される場合がありますが、パトロー
ル スクラブの実行時にパフォーマンスが低下する
場合もあります。

[デマンドスクラブ（Demand Scrub）] CPU または I/O から読み取り要求があった時に発生し
ドロップダウン リスト
たシングル ビット メモリ エラーを、システムで修正す
るかどうか。次のいずれかになります。
set DemandScrub
• [Disabled]：シングル ビット メモリ エラーは修正
されません。
• [Enabled]：シングル ビット メモリ エラーがメモリ
内部で修正され、修正されたデータが読み取り要
求に応じて設定されます。
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名前

説明

[高度（Altitude）] ドロップダウン リ 物理サーバがインストールされている地点のおよその
スト
海抜（m 単位）。次のいずれかになります。
• [Auto]：物理的な高度を CPU によって判別します。

set Altitude

• [300M][300_M]：サーバは海抜約 300 m の位置にあ
ります。
• [900M][900_M]：サーバは海抜約 900 m の位置にあ
ります。
• [1500M][1500_M]：サーバは海抜約 1500 m の位置
にあります。
• [3000_M]：サーバは、海抜約 3000 m です。

[QPI Configuration] のパラメータ
名前

説明

[QPI Link Frequency Select]

Intel QuickPath Interconnect（QPI）リンク周波数（ギガトラン
スファー/秒（GT/s）単位）。次のいずれかになります。

set QPILinkFrequency

• [Auto]：QPI リンク周波数は CPU によって決定されます。
• 6.4_GT/s
• 7.2_GT/s]
• 8.0_GT/s
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名前

説明

[QPI Snoop Mode] ドロップダ
ウン リスト

Intel QuickPath Interconnect（QPI）スヌープ モード。次のいず
れかになります。
• [Auto]：CPU は自動的に早期スヌープ モードとして認識
します。
• [早期スヌープ（Early Snoop）]：分散キャッシュ リング
停止で、別のキャッシング エージェントにスヌープ プ
ローブまたは要求を直接送信できます。このモードは、
遅延が少なく、スレッド全体でデータ セットを共有して
いるためにキャッシュ間転送からメリットが得られるワー
クロードや NUMA最適化されていないワークロードに最
適です。
• [ホーム スヌープ（Home Snoop）]：スヌープは、常に、
メモリ コントローラのホーム エージェント（集中型リン
グ停止）によって起動されます。このモードは、早期ス
ヌープよりローカル遅延が多くなりますが、未処理トラ
ンザクションが増えた場合に予備のリソースを使用でき
ます。
• [Home Directory Snoop]：ホーム ディレクトリは、プロセッ
サ内の HA と iMC の両方のロジックに実装されたオプ
ション機能です。このディレクトリの目的は、スケーラ
ブルなプラットフォームと 2S および 4S 構成でスヌープ
をリモート ソケットとノード コントローラにフィルタリ
ングすることです。
• [Home Directory Snoop with OSB]：Opportunistic Snoop
Broadcast（OSB）ディレクトリ モードでは、HA は、ディ
レクトリ情報が収集されてチェックされる前であっても、
非常に負荷の軽い状況下で推測的ホーム スヌープ ブロー
ドキャストを選択できます。
• [クラスタ オン ダイ（Cluster on Die）]：クラスタ オン ダ
イが有効になります。有効な LLC が 2 つの部分に分割さ
れ、それぞれに個別のキャッシュ エージェントが設定さ
れます。これにより、一部のワークロードのパフォーマ
ンスが向上します。このモードは、コアが 10 以上のプロ
セッサでのみ使用できます。高度に NUMA最適化された
ワークロードに最適なモードです。
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[SATA の設定（SATA Configuration）] のパラメータ
名前

説明

[SATA Mode]

Serial Advanced Technology Attachment（SATA）
ソリッド ステート ドライブ（SSD）の動作
モード。

set SataMode

• [無効（Disabled）]：すべての SATA ポー
トが無効であり、ドライバは列挙されま
せん。
• [AHCI Mode]：デフォルト モードです。
ドライブは、新しい標準である Advance
Host Controller Interface（AHCI）に基づい
て動作します。

[USB Configuration] のパラメータ
名前

説明

[レガシーUSBサポート
（Legacy USB Support）] ド
ロップダウン リスト

システムでレガシー USB デバイスをサポートするかどうか。
次のいずれかになります。

set LegacyUSBSupport

• [Disabled]：USB デバイスは、EFI アプリケーションでの
み使用できます。
• [Enabled]：レガシー USB のサポートは常に使用できま
す。
• [Auto]：USB デバイスが接続されていない場合、レガシー
USB のサポートがディセーブルになります。

[Port 60/64 Emulation]
set UsbEmul6064

完全な USB キーボード レガシー サポートのために 60h/64h エ
ミュレーションをシステムでサポートするかどうか。次のい
ずれかになります。
• [Disabled]：60h/64 エミュレーションはサポートされませ
ん。
• [Enabled]：60h/64 エミュレーションはサポートされます。
サーバで USB 非対応オペレーティング システムを使用す
る場合は、このオプションを選択する必要があります。

[すべてのUSBデバイス（All すべての物理および仮想 USB デバイスを有効にするか無効に
USB Devices）] ドロップダウ するか。次のいずれかになります。
ン リスト
• [Disabled]：すべての USB デバイスが無効になります。
set AllUsbDevices
• [Enabled]：すべての USB デバイスが有効になります。
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名前

説明

[USB Port: Rear]

背面パネルの USB デバイスを有効にするか無効にするか。次
のいずれかになります。

set UsbPortRear

• [Disabled]：背面パネルの USB ポートを無効にします。こ
れらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペ
レーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：背面パネルの USB ポートを有効にします。こ
れらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペ
レーティング システムによって検出されます。
[USB Port: Internal]
set UsbPortInt

内部 USB デバイスを有効にするか無効にするか。次のいずれ
かになります。
• [Disabled]：内部 USB ポートを無効にします。これらの
ポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペレー
ティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：内部 USB ポートを有効にします。これらの
ポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペレー
ティング システムによって検出されます。

[USB Port: KVM]
set UsbPortKVM

KVM ポートを有効にするか無効にするか。次のいずれかにな
ります。
• [Disabled]：KVM キーボードおよびマウス デバイスを無
効にします。キーボードとマウスは KVM ウィンドウで
機能しなくなります。
• [Enabled]：KVM キーボードおよびマウス デバイスを有
効にします。

[USB Port: vMedia]
set UsbPortVMedia

仮想メディア デバイスを有効にするか無効にするか。次のい
ずれかになります。
• [Disabled]：vMedia デバイスを無効にします。
• [Enabled]：vMedia デバイスを有効にします。
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[PCI Configuration] のパラメータ
名前

説明

[PCI ROM CLP]

PCI ROM Command Line Protocol（CLP）は、カード上
の iSCSI や PxE などのさまざまなオプション ROM の
実行を制御します。デフォルトでは、無効になってい
ます。

set PciRomClp

• [Enabled]：ポートごとに個別に、iSCSI や PxE など
のさまざまなオプション ROM の実行を制御でき
るようにします。
• [Disabled]：デフォルト オプションです。異なるオ
プション ROM は選択できません。デフォルト オ
プション ROM は PCI 列挙中に実行されます。
[ASPMサポート（ASPM Support）] ド BIOS での ASPM（アクティブ電源状態管理）サポート
ロップダウン リスト
のレベルを設定できます。次のいずれかになります。
• [無効（Disabled）]：ASPM サポートは、BIOS で無
効になります。

set ASPMSupport

• [Force L0s]：すべてのリンクを強制的に L0 スタン
バイ（L0）状態にします。
• [Auto]：電力状態を CPU によって判別します。

[Serial Configuration] のパラメータ
名前

説明

[Out-of-Band Mgmt Port]

Windows 緊急管理サービスで使用可能な COM ポート 0 を設
定することができます。このセットアップ オプションに基づ
いて ACPI SPCR テーブルが報告されます。次のいずれかにな
ります。

set comSpcrEnable

• [Disabled]：Windows オペレーティング システムで使われ
る汎用ポートとして COM ポート 0 を設定します。
• [Enabled]：Windows 緊急管理サービス用のリモート管理
ポートとして COM ポート 0 を設定します。
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名前

説明

[コンソールリダイレクション POST および BIOS のブート中に、シリアル ポートをコンソー
（Console redirection）] ドロッ ル リダイレクションに使用できるようにします。BIOS のブー
プダウン リスト
トが完了し、オペレーティング システムがサーバを担当する
と、コンソール リダイレクションは関連がなくなり、無効に
set ConsoleRedir
なります。次のいずれかになります。
• [Disabled]：POST 中にコンソール リダイレクションは発
生しません。
• [COM 0]：POST中に COM ポート 0 でコンソール リダイ
レクションを有効にします。
• [COM 1]：POST中に COM ポート 1 でコンソール リダイ
レクションを有効にします。
[Terminal type]
set TerminalType

コンソール リダイレクションに使用される文字フォーマット
のタイプ。次のいずれかになります。
• [PC-ANSI]：PC-ANSI 端末フォントが使用されます。
• [VT100]：サポートされている vt100 ビデオ端末とその文
字セットが使用されます。
• [VT100+]：サポートされている vt100-plus ビデオ端末と
その文字セットが使用されます。
• [VT-UTF8]：UTF-8 文字セットのビデオ端末が使用されま
す。
（注）

[Bits per second]
set BaudRate

この設定は、リモート ターミナル アプリケーショ
ン上の設定と一致している必要があります。

シリアル ポートの伝送速度として使用されるボー レート。
[Console Redirection] を無効にする場合は、このオプションを
使用できません。次のいずれかになります。
• [9600]：9,600 ボー レートが使用されます。
• [19200]：19,200 ボー レートが使用されます。
• [38400]：38,400 ボー レートが使用されます。
• [57600]：57,600 ボー レートが使用されます。
• [115200]：115,200 ボー レートが使用されます。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケーショ
ン上の設定と一致している必要があります。
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名前

説明

[フロー制御（Flow Control）] フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使用するかどう
ドロップダウン リスト
か。送信要求/クリア ツー センド（RTS/CTS）を使用すると、
隠れた端末問題が原因で発生する可能性があるフレーム コリ
set FlowCtrl
ジョンを減らすことができます。次のいずれかになります。
• [None]：フロー制御は使用されません。
• Hardware_RTS/CTS：フロー制御に RTS/CTS が使用され
ます。
（注）

[Putty KeyPad]
set PuttyFunctionKeyPad

この設定は、リモート ターミナル アプリケーショ
ン上の設定と一致している必要があります。

PuTTY ファンクション キーおよびテンキーの最上段のキーの
アクションを変更できます。次のいずれかになります。
• [VT100]：ファンクション キーによって ESC OP ～ ESC
O[ を生成します。
• [LINUX]：Linux 仮想コンソールを模倣します。ファンク
ション キー F6 ～ F12 はデフォルト モードと同様に動作
しますが、F1 ～ F5 は ESC [[A ～ ESC [[E を生成しま
す。
• [XTERMR6]：ファンクション キー F5 ～ F12 がデフォル
ト モードと同様に動作します。ファンクション キー F1
～ F4 によって ESC OP ～ ESC OS を生成します。これは
デジタル端末のキーパッドの上段によって生成されるシー
ケンスです。
• [SCO]：ファンクション キー F1 ～ F12 によって ESC [M
～ ESC [X を生成します。ファンクション キーと Shift
キーによって ESC [Y ～ ESC [j を生成します。Ctrl キー
とファンクション キーによって ESC [k ～ ESC [v を生
成します。Shift、Ctrl およびファンクション キーによっ
て ESC [w ～ ESC [{ を生成します。
• [ESCN]：デフォルト モードです。ファンクション キー
はデジタル端末の一般的な動作と一致します。ファンク
ション キーによって ESC [11~ や ESC [12~ などのシー
ケンスを生成します。
• [VT400]：ファンクション キーがデフォルト モードと同
様に動作します。テンキーの最上段のキーによって ESC
OP ～ ESC OS を生成します。
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名前

説明

[Redirection After BIOS POST] BIOS POST が完了し、OS ブートローダに制御が渡された後
に、BIOS コンソール リダイレクションがアクティブである
set RedirectionAfterPOST
かどうか。次のいずれかになります。
• [Always Enable]：OSのブートおよび実行時に BIOS レガ
シー コンソール リダイレクションがアクティブになりま
す。
• [Bootloader]：OS ブートローダに制御が渡される前に BIOS
レガシー コンソール リダイレクションがディセーブルに
なります。

[LOM and PCIe Slots Configuration] のパラメータ
名前

説明

[VICに対するCDNサポート
（CDN Support for VIC）] ド
ロップダウン リスト

イーサネット ネットワークの命名規則が Consistent Device
Naming（CDN）または従来の命名規則に従うかどうか。次の
いずれかになります。

set CdnEnable

• [Disabled]：VIC カードの CDN サポートが無効になりま
す。
• [Enabled]：VIC カードの CDN サポートが有効になりま
す。
（注）

[All PCIe Slots OptionROM]
set PcieOptionROMs

VIC カードの CDN サポートは、Windows 2012
または最新の OS でのみ機能します。

PCIe カードのオプション ROM をサーバが使用できるかどう
か。次のいずれかになります。
• [Disabled]：すべての PCIe スロットの オプション ROM が
使用できません。
• [Enabled]：すべての PCIe スロットの オプション ROM が
使用可能です。
• [UEFI_Only]：スロット n のオプション ROM は UEFI に
のみ使用できます。
• [Legacy_Only]：スロット n のオプション ROM はレガシー
にのみ使用できます。
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名前

説明

[PCIe Slot:n OptionROM

PCIe カードのオプション ROM をサーバが使用できるかどう
か。次のいずれかになります。

set PcieSlotnOptionROM

• [Disabled]：スロット n のオプション ROM は使用できま
せん。
• [Enabled]：スロット n のオプション ROM は使用可能で
す。
• [UEFI_Only]：スロット n のオプション ROM は UEFI に
のみ使用できます。
• [Legacy_Only]：スロット n のオプション ROM はレガシー
にのみ使用できます。
[PCIe Mezzanine OptionROM]
set PcieMezzOptionROM

PCIe メザニン スロットの拡張 ROM をサーバで使用できるか
どうか。次のいずれかになります。
• [Disabled]：スロット M のオプション ROM は使用できま
せん。
• [Enabled]：スロット M のオプション ROM は使用可能で
す。
• [UEFI_Only]：スロット M のオプション ROM は UEFI に
のみ使用できます。
• [Legacy_Only]：拡張スロット M はレガシーにのみ使用で
きます。

[SIOC1 Link Speed]
Set PcieSlot1LinkSpeed

System IO Controller 1（SIOC1）アドオン スロット 1 のリンク
速度。
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は第 3 世
代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。
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名前

説明

[SIOC2 Link Speed]

System IO Controller 2（SIOC2）アドオン スロット 2 のリンク
速度。

set PcieSlot2LinkSpeed

• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は第 3 世
代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。
[Mezzリンク速度（Mezz Link リンク速度を拡張（メザニン）します。次のいずれかになり
Speed）] ドロップダウン リス ます。
ト
• [GEN 1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN 2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN 3]：デフォルトのリンク速度。リンク速度は第 3 世
代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。

[BIOS Configuration] ダイアログボックスのボタン バー

重要

このダイアログ ボックスのボタンは、表示しているタブのパラメータのみでなく、使用可能な
すべてのタブのすべての BIOS パラメータに影響します。
名前

説明

[Save Changes] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータの設定を保存し、ダイア
ログボックスを閉じます。
[Reboot Host Immediately] チェックボックスがオフの場合、
サーバはすぐにリブートされ、新しい BIOS 設定が有効にな
ります。そうでない場合、変更内容はサーバが手動でリブー
トされるまで保存されます。

[Reset] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータの値を、このダイアログ
ボックスを最初に開いたときに有効だった設定に復元します。

[Restore Defaults] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータをそのデフォルト値に設
定します。
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サーバ管理タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。
表 1 : [サーバ管理（Server Management）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[Reboot Host Immediately] チェックボックス

[ホストを即座にリブート（Reboot Host
Immediately）] チェックボックスがオフの場
合、サーバはすぐにリブートされ、新しい
BIOS 設定が有効になります。そうでない場
合、変更内容はサーバが手動でリブートされ
るまで保存されます。

[OS ブート ウォッチドッグ タイマー ポリシー ウォッチドッグ タイマーが切れた場合にシス
（OS Boot Watchdog Timer Policy）] ドロップ テムで実行されるアクション。次のいずれか
ダウン リスト
になります。
set OSBootWatchdogTimerPolicy

• [電源オフ（Power Off）]：OS のブート中
にウォッチドッグ タイマーの期限が切れ
た場合、サーバの電源がオフになります。
• [Reset]：OS のブート中にウォッチドッグ
タイマーが切れた場合、サーバはリセッ
トされます。
（注）

このオプションは [OS Boot Watchdog
Timer] を有効にする場合にのみ適用
されます。
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名前

説明

[OS ウォッチドッグ タイマー（OS Watchdog
Timer）] ドロップダウン リスト

BIOS が指定されたタイムアウト値でウォッチ
ドッグ タイマーをプログラムするかどうか。
次のいずれかになります。

set OSBootWatchdogTimer

• [Disabled]：サーバのブートにかかる時間
をトラッキングするためにウォッチドッ
グ タイマーは使用されません。
• [有効（enabled）]：サーバがブートにかか
る時間をウォッチドッグ タイマーで追跡
します。サーバのブートが [OS ブート
ウォッチドッグ タイマー タイムアウト
（OS Boot Watchdog Timer Timeout）]
フィールドで指定された時間内に完了し
ない場合は、Cisco IMC によってエラーが
ログに記録され、[OSブートウォッチドッ
グ ポリシー（OS Boot Watchdog Policy）]
フィールドで指定されたアクションが実
行されます。
[OS ブート ウォッチドッグ タイマー タイムア OS が指定された時間内にブートしない場合、
ウト（OS Watchdog Timer Timeout）] ドロップ OS ウォッチドッグ タイマーの期限が切れ、シ
ダウン リスト
ステムはタイマーポリシーに基づいてアクショ
ンを実行します。次のいずれかになります。
set OSBootWatchdogTimerTimeOut
• [5 分（5 Minutes）]：OS ウォッチドッグ
タイマーは、ブートが開始されてから 5
分後に期限が切れます。
• [10 分（10 Minutes）]：OS ウォッチドッ
グ タイマーは、ブートが開始されてから
5 分後に期限が切れます。
• [15 分（15 Minutes）]：OS ウォッチドッ
グ タイマーは、ブートが開始されてから
5 分後に期限が切れます。
• [20 分（20 Minutes）]：OS ウォッチドッ
グ タイマーは、ブートが開始されてから
5 分後に期限が切れます。
（注）

このオプションは [OS ブート ウォッ
チドッグ タイマー（OS Boot
Watchdog Timer）] を有効にした場合
にのみ適用されます。
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名前

説明

[ボー レート（Baud Rate）] ドロップダウン リ シリアル ポートの伝送速度として使用される
スト
ボー レート。[Console Redirection] を無効にす
る場合は、このオプションを使用できません。
set BaudRate
次のいずれかになります。
• [9.6k]：9,600 ボー レートが使用されます。
• [19.2k]：19,200 ボー レートが使用されま
す。
• [38.4k]：38,400 ボー レートが使用されま
す。
• [57.6k]：57,600 ボー レートが使用されま
す。
• [115.2k]：115,200 ボー レートが使用され
ます。
この設定は、リモート ターミナル アプリケー
ション上の設定と一致している必要がありま
す。
[コンソール リダイレクション（Console
Redirection）] ドロップダウン リスト
set ConsoleRedir

POST および BIOS のブート中に、シリアル
ポートをコンソール リダイレクションに使用
できるようにします。OS が起動した後は、コ
ンソール リダイレクトは関係ありません。次
のいずれかになります。
• [シリアル ポート A（Serial Port A）]：
POST 中にシリアル ポート A でコンソー
ル リダイレクションを有効にします。
• [シリアル ポート B（Serial Port B）]：
POST 中にシリアル ポート B でコンソー
ル リダイレクションを有効にします。
• [無効（Disabled）]：POST 中にコンソー
ル リダイレクションは発生しません。
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名前

説明

適応型メモリ トレーニング

このオプションを[有効（Enabled）]にすると、
次のようになります。
メモリ トレーニングは毎回のブートでは実行
されず、BIOS は、保存されたメモリ トレーニ
ングの結果を毎回のリブートで使用します。
毎回のブートでメモリ トレーニングが実行さ
れるいくつかの例外には、次のものがありま
す。
BIOS の更新、CMOS のリセット、CPU やメ
モリの設定変更、SPD または実行時の修正不
可能なエラー、または、前回のブートから 24
時間以上経過している場合。
このオプションが [無効（Disabled）] の場合、
毎回のブートでメモリ トレーニングが行われ
ます。
デフォルト値：[有効（Enabled）]。
（注）

[高速ブート（Fast Boot）] オプショ
ンを無効にするには、エンド ユーザ
は次のトークンを下記の説明のとお
りに設定する必要があります。
[適応型メモリ トレーニング
（Adaptive Memory Training）]を [無
効（Disabled）] に
[BIOS Techlogレベル（BIOS Techlog
level）] を [標準（Normal）] に
[OptionROM起動最適化（OptionROM
Launch Optimization）] を [無効
（Disabled）] に
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名前

説明

[BIOS Techlogレベル（BIOS Techlog Level）] このオプションは、 BIOS tech ログファイル
のメッセージのタイプを示します。
ログファイルには、次のタイプのいずれかを
指定できます。
• [最小（Minimum）]：重要なメッセージが
ログファイルに表示されます。
• [標準（Normal）]：警告およびロード メッ
セージがログファイルに表示されます。
• [最大（Maximum）]：標準に加え、情報
関連のメッセージがログファイルに表示
されます。
デフォルト値：[最小（Minimum）]
（注）

このオプションは、主に、内部のデ
バッグを目としています。

[OptionROM起動最適化（OptionROM Launch このオプションが [有効（Enabled）] の場合、
Optimization）]
ブート順序のポリシーに存在するコントロー
ラにのみ OptionROMs が起動されます。
（注）

オンボード ストレージ コントロー
ラ、Emulex FC アダプタおよび GPU
コントローラなどのいくつかのコン
トローラについて、ブート順序のポ
リシーに含まれていなくても、
OptionROM が起動されます。

このオプションが [無効（Disabled）] の場合、
すべての OptionROMs が起動されます。
デフォルト値：[有効（Enabled）]
[CDN コントロール（CDN Control）] ドロップ イーサネット ネットワークの命名規則が
ダウン リスト
Consistent Device Naming（CDN）または従来
の命名規則に従うかどうか。次のいずれかに
set cdnEnable
なります。
• [無効（Disabled）]：VIC カードの CDN
サポートが無効になります
• [有効（Enabled）]：VIC カードの CDN サ
ポートが有効になります。
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名前

説明

[FRB 2 タイマー（FRB 2 Timer）] ドロップダ POST 中にシステムがハングした場合に、シス
ウン リスト
テムを回復するために Cisco IMC によって
FRB2 タイマーが使用されるかどうか。次のい
set FRB-2
ずれかになります。
• [Disabled]：FRB2 タイマーは使用されま
せん。
• [Enabled]：POST 中に FRB2 タイマーが開
始され、必要に応じてシステムの回復に
使用されます。
[フロー制御（Flow Control）] ドロップダウン フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使
リスト
用するかどうか。送信要求/クリア ツー センド
（RTS/CTS）を使用すると、隠れた端末問題
set FlowCtrl
が原因で発生する可能性があるフレーム コリ
ジョンを減らすことができます。次のいずれ
かになります。
• [None]：フロー制御は使用されません。
• [RTS/CTS]：RTS/CTS がフロー制御に使
用されます。
（注）

この設定は、リモート ターミナル
アプリケーション上の設定と一致し
ている必要があります。

[ターミナル タイプ（Terminal Type）] ドロッ コンソール リダイレクションに使用される文
プダウン リスト
字フォーマットのタイプ。次のいずれかにな
ります。
set TerminalType
• [PC-ANSI]：PC-ANSI 端末フォントが使用
されます。
• [VT100]：サポートされている VT100 ビ
デオ端末とその文字セットが使用されま
す。
• [VT100-PLUS]：サポートされている
VT100-plus ビデオ端末とその文字セット
が使用されます。
• [VT-UTF8]：UTF-8 文字セットのビデオ端
末が使用されます。
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[Main] タブ
名前

説明

[Reboot Host Immediately]
チェックボックス

オンにすると、ホスト サーバが直ちに再起動されます。この
チェックボックスは、変更を保存してからオンにする必要が
あります。

[TPM Support]

TPM（トラステッド プラットフォーム モジュール）は、主に
暗号キーを使用する基本的なセキュリティ関連機能を提供す
るように設計されたマイクロチップです。このオプションを
使用すると、システムの TPM セキュリティ デバイス サポー
トを制御できます。次のいずれかを指定できます。
• [Disabled]：サーバは TPM を使用しません。
• [Enabled]：サーバは TPM を使用します。
（注）

オペレーティング システムがこの機能をサポートす
るかどうかについては、オペレーティング システム
のベンダーに問い合わせることを推奨します。

[Power ON Password Support] ド このトークンでは、F2 BIOS 設定を使用する前に BIOS パス
ロップダウン
ワードを設定する必要があります。有効にすると、IO 設定、
BIOS セットアップ、BIOS を使用したオペレーティング シス
テムへの起動など、BIOS 機能にアクセスする前にパスワード
を検証する必要があります。次のいずれかを指定できます。
• [Disabled]：サポートはディセーブルになっています。
• [Enabled]：サポートはイネーブルになっています。

[Actions] 領域
名前

説明

[Save] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータの設定を保存し、ダイア
ログボックスを閉じます。
[Reboot Host Immediately] チェックボックスがオフの場合、
サーバはすぐにリブートされ、新しい BIOS 設定が有効にな
ります。そうでない場合、変更内容はサーバが手動でリブー
トされるまで保存されます。
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名前

説明

[Reset] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータの値を、このダイアログ
ボックスが最初に開いたときに有効であった設定にリセット
します。

[Restore Defaults] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータをそのデフォルト値に設
定します。

[Advanced] タブ
サーバ リブート オプション
[Save Changes] をクリックした後で変更内容を自動的に適用するには、[Reboot Host Immediately]
チェックボックスをオンにします。Cisco IMCサーバをすぐに再起動して変更を適用します。
変更内容を後で適用するには、[Reboot Host Immediately] チェックボックスをオフにします。
Cisco IMC変更を保存し、次回サーバを再起動する際に変更を適用します。

（注）

保留中の BIOS パラメータの変更がすでにある場合、Cisco IMC は、[Save Changes] をクリック
したときに、保存されている値を現在の設定で自動的に上書きします。

[Processor Configuration] のパラメータ
名前

説明

[Intel Hyper-Threading Technology] ド
ロップダウン リスト

プロセッサでインテル ハイパースレッディング テクノ
ロジーを使用するかどうか。このテクノロジーでは、
マルチスレッド ソフトウェア アプリケーションのス
レッドを各プロセッサ内で並列に実行できます。次の
いずれかになります。

set IntelHyperThread

• [Disabled]：プロセッサでのハイパースレッディン
グを禁止します。
• [Enabled]：プロセッサでの複数スレッドの並列実
行を許可します。
オペレーティング システムがこの機能をサポートする
かどうかについては、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせることを推奨します。
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名前

説明

[有効化されたコア数（Number of
サーバ上の 1 つ以上の物理コアをディセーブルにでき
Enabled Cores）] ドロップダウン リス ます。次のいずれかになります。
ト
• [All]：すべての物理コアをイネーブルにします。
set CoreMultiProcessing
これにより、関連付けられている論理プロセッサ
コアで Hyper Threading もイネーブルになります。
• [1] ～ [n]：サーバで実行できる物理プロセッサ コ
アの数を指定します。各物理コアには、論理コア
が関連付けられています。
オペレーティング システムがこの機能をサポートする
かどうかについては、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせることを推奨します。
[Execute Disable] ドロップダウン リス アプリケーション コードを実行できる場所を指定する
ト
ために、サーバのメモリ領域を分類します。この分類
の結果、悪意のあるワームがバッファにコードを挿入
set ExecuteDisable
しようとした場合、プロセッサでコードの実行をディ
セーブルにします。この設定は、損害、ワームの増殖、
および特定クラスの悪意のあるバッファオーバーフロー
攻撃を防止するのに役立ちます。次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：プロセッサでメモリ領域を分類しませ
ん。
• [Enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類します。
オペレーティング システムがこの機能をサポートする
かどうかについては、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせることを推奨します。
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名前

説明

[Intel VT]

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）を使
用するかどうか。このテクノロジーでは、1 つのプラッ
トフォームで、複数のオペレーティング システムとア
プリケーションをそれぞれ独立したパーティション内
で実行できます。次のいずれかになります。

set IntelVT

• [Disabled]：プロセッサでの仮想化を禁止します。
• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティン
グ システムをそれぞれ独立したパーティション内
で実行できます。
（注）

[Intel VT-d]
set IntelVTD

このオプションを変更した場合は、設定を有
効にするためにサーバの電源を再投入する必
要があります。

Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
プロセッサで使用するかどうか。次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使
用しません。
• [Enabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使
用します。

[Intel VTD割り込み再マッピング
プロセッサで Intel VT-d Interrupt Remapping をサポート
（Intel VTD interrupt Remapping）] ド するかどうか。次のいずれかになります。
ロップダウンリスト
• [Disabled]：プロセッサでリマッピングをサポート
set InterruptRemap
しません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Interrupt Remapping
を必要に応じて使用します。
[Intel VT-d PassThrough DMA] ドロッ プロセッサで Intel VT-d Pass-through DMA をサポート
プダウン リスト
するかどうか。次のいずれかになります。
set PassThroughDMA

• [Disabled]：プロセッサでパススルー DMA をサポー
トしません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Pass-through DMA を
必要に応じて使用します。
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名前

説明

[Intel VT-d Coherency Support]

プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかど
うか。次のいずれかになります。

set CoherencySupport

• [Disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポート
しません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に
応じて使用します。
[Intel VT-d ATS Support]
set ATS

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
（ATS）をサポートするかどうか。次のいずれかにな
ります。
• [Disabled]：プロセッサで ATS をサポートしませ
ん。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じて
使用します。

[CPU Performance]
set CPUPerformance

サーバの CPU パフォーマンス プロファイルを設定しま
す。パフォーマンス プロファイルは次のオプションで
構成されます。
• DCU Streamer Prefetcher
• DCU IP Prefetcher
• Hardware Prefetcher
• Adjacent Cache-Line Prefetch
次のいずれかになります。
• [Enterprise]：すべてのオプションがイネーブルで
す。
• [High Throughput]：DCUIP Prefetcher のみが有効に
なります。残りのオプションはディセーブルにな
ります。
• [HPC]：すべてのオプションが有効になります。
この設定はハイ パフォーマンス コンピューティン
グとも呼ばれます。
• [Custom]：パフォーマンス プロファイルのすべて
のオプションをサーバの BIOS セットアップから
設定できます。また、Hardware Prefetcher オプショ
ンと Adjacent Cache-Line Prefetch オプションは、下
記のフィールドで設定できます。
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名前

説明

[ハードウェア プリフェッチャ
（Hardware Prefetcher）] ドロップダ
ウン リスト

プロセッサで、インテル ハードウェア プリフェッチャ
が必要に応じてデータおよび命令ストリームをメモリ
から取得し、統合 2 次キャッシュに入れることを許可
するかどうか。次のいずれかになります。

set HardwarePrefetch

• [Disabled]：ハードウェア プリフェッチャは使用し
ません。
• [Enabled]：プロセッサで、キャッシュの問題が検
出されたときにプリフェッチャを使用します。
[隣接キャッシュラインプリフェッ
プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶
チャ（Adjacent Cache Line
数または奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどう
Prefetcher）] ドロップダウン リスト か。次のいずれかになります。
set AdjacentCacheLinePrefetch

• [Disabled]：プロセッサで必要な行のみを取得しま
す。
• [Enabled]：プロセッサで必要な行およびペアの行
の両方を取得します。

[DCUストリーマープリフェッチ
プロセッサで DCU IP プリフェッチ メカニズムを使用
（DCU Streamer Prefetch）] ロップダ して履歴キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1
ウン リスト
キャッシュ内で最も関連性の高い行をプリロードしま
す。次のいずれかになります。
set DcuStreamerPrefetch
• [Disabled]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求
を予測しようとせず、明示的に要求された行のみ
を取得します。
• [Enabled]：DCU Prefetcher でキャッシュ読み取りパ
ターンを分析し、必要と判断した場合にキャッシュ
内の次の行を事前に取得します。
[DCU IPプリフェッチャ（DCU IP
プロセッサで DCU IP プリフェッチ メカニズムを使用
Prefetcher）] ドロップダウン リスト して履歴キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1
キャッシュ内で最も関連性の高い行をプリロードしま
set DcuIpPrefetch
す。次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでキャッシュ データをプリ
ロードしません。
• [Enabled]：DCU IP プリフェッチャで最も関連性が
高いと判断されたデータを含む L1 キャッシュをプ
リロードします。
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名前

説明

[ダイレクトキャッシュアクセスサ
プロセッサで、データを I/O デバイスから直接プロセッ
ポート（Direct Cache Access Support）] サ キャッシュに入れることにより、I/O パフォーマン
ドロップダウン リスト
スを向上させることができます。この設定はキャッシュ
ミスを減らすのに役立ちます。次のいずれかになりま
set DirectCacheAccess
す。
• [Disabled]：データは I/O デバイスから直接プロセッ
サ キャッシュには入れられません。
• [Enabled]：データは I/O デバイスから直接プロセッ
サ キャッシュに入れられます。
[Power Technology]
set CPUPowerManagement

次のオプションの CPU 電源管理設定を指定できます。
• [Enhanced Intel Speedstep Technology]
• [Intel Turbo Boost Technology]
• [Processor Power State C6]
[Power Technology] は次のいずれかになります。
• [Custom]：前述の BIOS パラメータの個々の設定が
使用されます。これらの BIOS パラメータのいず
れかを変更する場合は、このオプションを選択す
る必要があります。
• [Disabled]：サーバで CPU 電源管理は実行されず、
前述の BIOS パラメータの設定が無視されます。
• [Energy Efficient][Energy_Efficient]：前述の BIOS パ
ラメータに最適な設定が決定され、これらのパラ
メータの個々の設定は無視されます。
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名前

説明

[Enhanced Intel Speedstep Technology] プロセッサで拡張版 Intel SpeedStep テクノロジーを使
ドロップダウン リスト
用するかどうか。このテクノロジーでは、プロセッサ
の電圧やコア周波数をシステムが動的に調整できます。
set EnhancedIntelSpeedStep
このテクノロジーにより、平均電力消費量と平均熱発
生量が減少する可能性があります。次のいずれかにな
ります。
• [Disabled]：プロセッサの電圧または周波数を動的
に調整しません。
• [Enabled]：プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep
Technology が使用され、サポートされているすべ
てのスリープ状態でさらに電力を節約することが
可能になります。
オペレーティング システムがこの機能をサポートする
かどうかについては、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせることを推奨します。
（注）

[Intel Turbo Boost Technology]
set IntelTurboBoostTech

[Power Technology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよ
うにしない場合、このパラメータの設定は無
視されます。

プロセッサでインテル ターボ ブースト テクノロジーを
使用するかどうか。このテクノロジーでは、仕様より
も低い電力、温度、または電圧でプロセッサが動作し
ていると、自動的にそのプロセッサの周波数が上がり
ます。次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサの周波数は自動的には上が
りません。
• [Enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost
Technology が利用されます。
（注）

[Power Technology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよ
うにしない場合、このパラメータの設定は無
視されます。
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名前

説明

[Processor C3 Report]

BIOS からオペレーティング システムに C3 レポートを
送信するかどうか。OS はレポートを受信すると、プロ
セッサを電力量の少ない C3 状態に移行してエネルギー
使用量を減らし、最適なプロセッサ パフォーマンスを
維持できます。次のいずれかになります。

set ProcessorC3Report

• [Disabled]：BIOS は C3 レポートの送信を行いませ
ん。
• [Enabled]：BIOS から C3 レポートを送信し、OS が
プロセッサを電力量の少ない C3 状態に移行できる
ようにします。
（注）

[Processor C6 Report]
set ProcessorC6Report

[Power Technology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよ
うにしない場合、このパラメータの設定は無
視されます。

BIOS からオペレーティング システムに C6 レポートを
送信するかどうか。OS はレポートを受信すると、プロ
セッサを電力量の少ない C6 状態に移行してエネルギー
使用量を減らし、最適なプロセッサ パフォーマンスを
維持できます。次のいずれかになります。
• [Disabled]：BIOS から C6 レポートを送信しませ
ん。
• [Enabled]：BIOS から C6 レポートを送信し、OS が
プロセッサを電力量の少ない C6 状態に移行できる
ようにします。
（注）

[Power Technology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよ
うにしない場合、このパラメータの設定は無
視されます。

[プロセッサの電源状態C1拡張
C1 ステートに入ったときに、CPU が最小周波数に移行
（Processor Power State C1 Enhanced）] するかどうか。次のいずれかになります。
ドロップダウン リスト
• [Disabled]：CPU は C1 ステートでも引き続き最大
set ProcessorC1EReport
周波数で動作します。
• [Enabled]：CPU は最小周波数に移行します。この
オプションでは C1 ステートで節約される電力量が
最大になります。
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名前

説明

[P-STATE調整（P-STATE
BIOS がオペレーティング システムに P-state サポート
Coordination）] ドロップダウン リス モデルを伝達する方法を定義できます。Advanced
ト
Configuration and Power Interface（ACPI）仕様では、次
の 3 つのモデルが定義されています。
set PsdCoordType
• [HW_ALL]：プロセッサ ハードウェアによって、
依存関係にある論理プロセッサ（パッケージ内の
すべての論理プロセッサ）間の P-state を調整しま
す。
• [SW_ALL]：OS Power Manager（OSPM）によって、
依存関係にある論理プロセッサ（物理パッケージ
内のすべての論理プロセッサ）間の P-state を調整
します。すべての論理プロセッサで遷移を開始す
る必要があります。
• [SW_ANY]：OS Power Manager（OSPM）によっ
て、依存関係にある論理プロセッサ（パッケージ
内のすべての論理プロセッサ）間の P-state を調整
します。ドメイン内の任意の論理プロセッサで遷
移を開始できます。
（注）

[Boot Performance Mode] ドロップダ
ウン リスト
set BootPerformanceMode

[Power Technology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよ
うにしない場合、このパラメータの設定は無
視されます。

オペレーティング システムのハンドオフ前に設定され
ている BIOS のパフォーマンス状態をユーザが選択で
きるようになります。次のいずれかになります。
• [Max Performance]：プロセッサの P-state 率は最大
です
• [Max Efficient]：プロセッサの P-state 率は最小です

[エネルギーパフォーマンスの調整
エネルギー効率のバイアス調整のために BIOS または
（Energy Performance Tuning）] ドロッ オペレーティング システムを選択できます。次のいず
プダウン リスト
れかになります。
set PwrPerfTuning

• [OS]：エネルギー効率の調整のために OS を選択し
ます。
• [BIOS]：エネルギー効率の調整のために BIOS を選
択します。
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名前

説明

[エネルギーパフォーマンス（Energy システム パフォーマンスまたはエネルギー効率がこの
Performance）] ドロップダウン リス サーバで重要かどうかを判断できます。次のいずれか
ト
になります。
set CpuEngPerfBias

• Balanced_Energy
• Balanced_Performance
• Energy_Efficient
• Performance

[パッケージのCステートの制限
アイドル時にサーバ コンポーネントが使用できる電力
（Package C State Limit）] ドロップダ 量。次のいずれかになります。
ウン リスト
• [C0 state][C0_state]：サーバはすべてのサーバコン
set PackageCStateLimit
ポーネントに常にフル パワーを提供します。この
オプションでは、最高レベルのパフォーマンスが
維持され、最大量の電力が必要となります。
• [C1 state][C1_state]：CPUのアイドル時に、システ
ムは電力消費を少し減らします。 このオプション
では、必要な電力が C0 よりも少なく、サーバはす
ばやくハイ パフォーマンス モードに戻ることがで
きます。
• [C3 state][C3_state]：CPUのアイドル時に、システ
ムは C1 オプションの場合よりもさらに電力消費を
減らします。この場合、必要な電力は C1 または
C0 よりも少なくなりますが、サーバがハイ パ
フォーマンス モードに戻るのに要する時間が少し
長くなります。
• [C6 state][C6_state]：CPUのアイドル時に、システ
ムは C3 オプションの場合よりもさらに電力消費を
減らします。このオプションを使用すると、C0、
C1、または C3 よりも電力量が節約されますが、
サーバがフルパワーに戻るまでにパフォーマンス
上の問題が発生する可能性があります。
• [C7 state][C7_state]：CPUのアイドル時に、サーバ
はコンポーネントが使用できる電力量を最小にし
ます。 このオプションでは、節約される電力量が
最大になりますが、サーバがハイ パフォーマンス
モードに戻るのに要する時間も最も長くなります。
• [No Limit][No_Limit]：サーバは、使用可能な任意
のC ステートに入ることがあります。
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名前

説明

[Extended APIC]

拡張 APIC サポートをイネーブルまたはディセーブル
にできます。次のいずれかになります。

set LocalX2Apic

• [XAPIC]：APIC サポートを有効にします。
• [X2APIC]：APIC を有効にして、Intel VT-d と
Interrupt Remapping も有効にします。
[Workload Configuration]
set WorkLdConfig

ワークロードの特性を最適化するようにパラメータを
設定できます。次のいずれかになります。
• [Balanced]：バランスをとる最適化オプションを選
択します。
• [I/O Sensitive]：I/O を優先する最適化オプションを
選択します。
（注）

ワークロード構成は [Balanced] に設定するこ
とをお勧めします。

[CPU HWPM] ドロップダウンリスト ハードウェア電源管理（HWPM）インターフェイスを
有効にして、CPU のパフォーマンスとエネルギー効率
set HWPMEnable
を向上させます。次のいずれかになります。
• [Disabled]：P-State は、先行プロセッサ世代と同じ
ように制御されます。
• [Native Mode]：HWPM は、ソフトウェア インター
フェイスを介してオペレーティング システムと連
携します。
• [OOB Mode]：CPU は、オペレーティング システ
ムのエネルギー効率に基づいて自律的に周波数を
制御します。
[CPU Autonomous Cstate] ドロップダ HALT 命令を MWAIT 命令に変換する CPU Autonomous
ウン リスト
C-State を有効にします。次のいずれかになります。
set AutonumousCstateEnable

• [Disabled]：CPU Autonomous C-state が無効です。
これはデフォルト値です。
• [Enabled]：CPU Autonomous C-state が有効です。
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名前

説明

[Processor CMCI] ドロップダウン リ
スト

CPU が修正されたマシン チェック イベントで割り込み
をトリガーできるようにします。修正されたマシン
チェック割り込み（CMCI）により、従来のポーリング
タイマーよりも速い反応が可能になります。次のいず
れかになります。

set CmciEnable

• [Disabled]：CMCI を無効にします。
• [Enabled]：CMCI を有効にします。これはデフォル
ト値です。

[Memory Configuration] のパラメータ
名前

説明

[Select Memory RAS]

サーバに対するメモリの信頼性、可用性および機密性
（RAS）の設定方法。次のいずれかになります。

set SelectMemoryRAS

• [Maximum Performance][Maximum_Performance]：シ
ステムのパフォーマンスが最適化されます。
• [Mirroring]：システムのメモリの半分をバックアッ
プとして使用することにより、システムの信頼性
が最適化されます。
• [Lockstep]：サーバ内の DIMM ペアが、同一のタイ
プ、サイズ、および構成を持ち、SMI チャネルに
またがって装着されている場合、ロックステップ
モードを有効にして、メモリ アクセス遅延の最小
化およびパフォーマンスの向上を実現できます。
このオプションを使用した場合、[Mirroring] より
もシステム パフォーマンスが向上し、[Maximum
Performance] よりも信頼性が向上しますが、
[Mirroring] よりも信頼性が低く、[Maximum
Performance] よりもシステム パフォーマンスは低
下します。
[NUMA] ドロップダウン リスト
set NUMAOptimize

BIOS で Non-Uniform Memory Access（NUMA）がサポー
トされているかどうか。次のいずれかになります。
• [Disabled]：BIOS で NUMA をサポートしません。
• [Enabled]：NUMA に対応したオペレーティング シ
ステムに必要な ACPI テーブルを BIOS に含めま
す。このオプションを有効にする場合は、一部の
プラットフォームでシステムのソケット間メモリ
インターリーブを無効にする必要があります。
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名前

説明

[チャネルインターリーブ（Channel CPU がメモリ ブロックを分割して、インターリーブさ
Interleaving）] ドロップダウン リスト れたチャネル間にデータの連続部分を分散し、同時読
み取り動作を有効にするかどうか。次のいずれかにな
set ChannelInterLeave
ります。
• [Auto]：実行するインターリーブを、CPU が決定
します。
• [1Way][1_Way]：一部のチャネル インターリーブ
が使用されます。
• [2Way][2_Way]
• [3Way][3_Way]
• [4Way][4_Way]：最大のチャネル インターリーブ
が使用されます。
[Rank Interleaving]
set RankInterLeave

1 つのランクを更新中に別のランクにアクセスできるよ
う、CPU がメモリの物理ランクをインターリーブする
かどうか。次のいずれかになります。
• [Auto]：実行するインターリーブを、CPU が決定
します。
• [1Way][1_Way]：一部のランク インターリーブが
使用されます。
• [2Way][2_Way]
• [4Way][4_Way]
• [8Way][8_Way]：最大量のランク インターリーブ
が使用されます。
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名前

説明

[Patrol Scrub]

システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ
ト メモリ エラーをアクティブに探して訂正するかどう
か。次のいずれかになります。

set PatrolScrub

• [Disabled]：CPU がメモリ アドレスの読み取りまた
は書き込みを行うときのみ、システムはメモリの
ECC エラーをチェックします。
• [Enabled]：システムは定期的にメモリを読み書き
して ECC エラーを探します。エラーが見つかる
と、システムは修正を試みます。このオプション
により、単一ビット エラーは複数ビット エラーに
なる前に修正される場合がありますが、パトロー
ル スクラブの実行時にパフォーマンスが低下する
場合もあります。
[デマンドスクラブ（Demand Scrub）] CPU または I/O から読み取り要求があった時に発生し
ドロップダウン リスト
たシングル ビット メモリ エラーを、システムで修正す
るかどうか。次のいずれかになります。
set DemandScrub
• [Disabled]：シングル ビット メモリ エラーは修正
されません。
• [Enabled]：シングル ビット メモリ エラーがメモリ
内部で修正され、修正されたデータが読み取り要
求に応じて設定されます。
[高度（Altitude）] ドロップダウン リ 物理サーバがインストールされている地点のおよその
スト
海抜（m 単位）。次のいずれかになります。
set Altitude

• [Auto]：物理的な高度を CPU によって判別します。
• [300M][300_M]：サーバは海抜約 300 m の位置にあ
ります。
• [900M][900_M]：サーバは海抜約 900 m の位置にあ
ります。
• [1500M][1500_M]：サーバは海抜約 1500 m の位置
にあります。
• [3000_M]：サーバは、海抜約 3000 m です。
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[QPI Configuration] のパラメータ
名前

説明

[QPI Link Frequency Select]

Intel QuickPath Interconnect（QPI）リンク周波数（ギガトラン
スファー/秒（GT/s）単位）。次のいずれかになります。

set QPILinkFrequency

• [Auto]：QPI リンク周波数は CPU によって決定されます。
• 6.4_GT/s
• 7.2_GT/s]
• 8.0_GT/s
[QPI Snoop Mode]
set QpiSnoopMode

Intel QuickPath Interconnect（QPI）スヌープ モード。次のいず
れかになります。
• [ホーム スヌープ（Home Snoop）]：スヌープは、常に、
メモリ コントローラのホーム エージェント（集中型リン
グ停止）によって起動されます。このモードは、早期ス
ヌープよりローカル遅延が多くなりますが、未処理トラ
ンザクションが増えた場合に予備のリソースを使用でき
ます。
• [クラスタ オン ダイ（Cluster on Die）]：クラスタ オン ダ
イが有効になります。有効な LLC が 2 つの部分に分割さ
れ、それぞれに個別のキャッシュ エージェントが設定さ
れます。これにより、一部のワークロードのパフォーマ
ンスが向上します。このモードは、コアが 10 以上のプロ
セッサでのみ使用できます。高度に NUMA最適化された
ワークロードに最適なモードです。
• [早期スヌープ（Early Snoop）]：分散キャッシュ リング
停止で、別のキャッシング エージェントにスヌープ プ
ローブまたは要求を直接送信できます。このモードは、
遅延が少なく、スレッド全体でデータ セットを共有して
いるためにキャッシュ間転送からメリットが得られるワー
クロードや NUMA最適化されていないワークロードに最
適です。
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[USB Configuration] のパラメータ
名前

説明

[レガシーUSBサポート
（Legacy USB Support）] ド
ロップダウン リスト

システムでレガシー USB デバイスをサポートするかどうか。
次のいずれかになります。

set LegacyUSBSupport

• [Disabled]：USB デバイスは、EFI アプリケーションでの
み使用できます。
• [Enabled]：レガシー USB のサポートは常に使用できま
す。
• [Auto]：USB デバイスが接続されていない場合、レガシー
USB のサポートがディセーブルになります。

[Port 60/64 Emulation]
set UsbEmul6064

完全な USB キーボード レガシー サポートのために 60h/64h エ
ミュレーションをシステムでサポートするかどうか。次のい
ずれかになります。
• [Disabled]：60h/64 エミュレーションはサポートされませ
ん。
• [Enabled]：60h/64 エミュレーションはサポートされます。
サーバで USB 非対応オペレーティング システムを使用す
る場合は、このオプションを選択する必要があります。

[xHCI Mode]
set PchUsb30Mode

xHCI コントローラのレガシー サポートを有効または無効にし
ます。次のいずれかになります。
• [Disabled]：xHCI コントローラのレガシー サポートが無
効になります。
• [Enabled]：xHCI コントローラのレガシー サポートが有効
になります。

[xHCI Legacy Support] ドロップ システムでレガシー xHCI コントローラをサポートするかどう
ダウン リスト
か。次のいずれかになります。
set UsbXhciSupport

• [Disabled]：xHCI レガシーのサポートが無効になります。
• [Enabled]：xHCI レガシーのサポートが有効になります。
これはデフォルト値です。

[すべてのUSBデバイス（All すべての物理および仮想 USB デバイスを有効にするか無効に
USB Devices）] ドロップダウ するか。次のいずれかになります。
ン リスト
• [Disabled]：すべての USB デバイスが無効になります。
set AllUsbDevices
• [Enabled]：すべての USB デバイスが有効になります。
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名前

説明

[USB Port: Rear]

背面パネルの USB デバイスを有効にするか無効にするか。次
のいずれかになります。

set UsbPortRear

• [Disabled]：背面パネルの USB ポートを無効にします。こ
れらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペ
レーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：背面パネルの USB ポートを有効にします。こ
れらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペ
レーティング システムによって検出されます。
[USB Port: KVM]
set UsbPortKVM

KVM ポートを有効にするか無効にするか。次のいずれかにな
ります。
• [Disabled]：KVM キーボードおよびマウス デバイスを無
効にします。キーボードとマウスは KVM ウィンドウで
機能しなくなります。
• [Enabled]：KVM キーボードおよびマウス デバイスを有
効にします。

[USB Port: vMedia]
set UsbPortVMedia

仮想メディア デバイスを有効にするか無効にするか。次のい
ずれかになります。
• [Disabled]：vMedia デバイスを無効にします。
• [Enabled]：vMedia デバイスを有効にします。

[PCI Configuration] のパラメータ
名前

説明

[Memory Mapped I/O Above 4GB]

4GB を超える MMIO をイネーブルまたはディセーブル
にするかどうか。次のいずれかになります。

set MemoryMappedIOAbove4GB

• [Disabled]：サーバでは 64 ビット PCI デバイスの
I/O を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングしま
せん。
• [Enabled]：サーバで 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングします。
（注）

PCI デバイスが 64 ビット対応でも、レガシー
なオプション ROM を使用する場合は、この
設定をイネーブルにしても正しく機能しない
場合があります。
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名前

説明

[Sriov]

サーバ上で SR-IOV（Single Root I/O Virtualization）を有
効にするか無効にするか。次のいずれかになります。

set SrIov

• [Disabled]：SR-IOV は無効になります。
• [Enabled]：SR-IOV は有効になります。

[Serial Configuration] のパラメータ
名前

説明

[Out-of-Band Mgmt Port]

Windows 緊急管理サービスで使用可能な COM ポート 0 を設
定することができます。このセットアップ オプションに基づ
いて ACPI SPCR テーブルが報告されます。次のいずれかにな
ります。

set comSpcrEnable

• [Disabled]：Windows オペレーティング システムで使われ
る汎用ポートとして COM ポート 0 を設定します。
• [Enabled]：Windows 緊急管理サービス用のリモート管理
ポートとして COM ポート 0 を設定します。
[コンソールリダイレクション POST および BIOS のブート中に、シリアル ポートをコンソー
（Console redirection）] ドロッ ル リダイレクションに使用できるようにします。BIOS のブー
プダウン リスト
トが完了し、オペレーティング システムがサーバを担当する
と、コンソール リダイレクションは関連がなくなり、無効に
set ConsoleRedir
なります。次のいずれかになります。
• [Disabled]：POST 中にコンソール リダイレクションは発
生しません。
• [COM 0]：POST中に COM ポート 0 でコンソール リダイ
レクションを有効にします。
• [COM 1]：POST中に COM ポート 1 でコンソール リダイ
レクションを有効にします。
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名前

説明

[Terminal type]

コンソール リダイレクションに使用される文字フォーマット
のタイプ。次のいずれかになります。

set TerminalType

• [PC-ANSI]：PC-ANSI 端末フォントが使用されます。
• [VT100]：サポートされている vt100 ビデオ端末とその文
字セットが使用されます。
• [VT100+]：サポートされている vt100-plus ビデオ端末と
その文字セットが使用されます。
• [VT-UTF8]：UTF-8 文字セットのビデオ端末が使用されま
す。
（注）

[Bits per second]
set BaudRate

この設定は、リモート ターミナル アプリケーショ
ン上の設定と一致している必要があります。

シリアル ポートの伝送速度として使用されるボー レート。
[Console Redirection] を無効にする場合は、このオプションを
使用できません。次のいずれかになります。
• [9600]：9,600 ボー レートが使用されます。
• [19200]：19,200 ボー レートが使用されます。
• [38400]：38,400 ボー レートが使用されます。
• [57600]：57,600 ボー レートが使用されます。
• [115200]：115,200 ボー レートが使用されます。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケーショ
ン上の設定と一致している必要があります。

[フロー制御（Flow Control）] フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使用するかどう
ドロップダウン リスト
か。送信要求/クリア ツー センド（RTS/CTS）を使用すると、
隠れた端末問題が原因で発生する可能性があるフレーム コリ
set FlowCtrl
ジョンを減らすことができます。次のいずれかになります。
• [None]：フロー制御は使用されません。
• Hardware_RTS/CTS：フロー制御に RTS/CTS が使用され
ます。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケーショ
ン上の設定と一致している必要があります。
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名前

説明

[Putty KeyPad]

PuTTY ファンクション キーおよびテンキーの最上段のキーの
アクションを変更できます。次のいずれかになります。

set PuttyFunctionKeyPad

• [VT100]：ファンクション キーによって ESC OP ～ ESC
O[ を生成します。
• [LINUX]：Linux 仮想コンソールを模倣します。ファンク
ション キー F6 ～ F12 はデフォルト モードと同様に動作
しますが、F1 ～ F5 は ESC [[A ～ ESC [[E を生成しま
す。
• [XTERMR6]：ファンクション キー F5 ～ F12 がデフォル
ト モードと同様に動作します。ファンクション キー F1
～ F4 によって ESC OP ～ ESC OS を生成します。これは
デジタル端末のキーパッドの上段によって生成されるシー
ケンスです。
• [SCO]：ファンクション キー F1 ～ F12 によって ESC [M
～ ESC [X を生成します。ファンクション キーと Shift
キーによって ESC [Y ～ ESC [j を生成します。Ctrl キー
とファンクション キーによって ESC [k ～ ESC [v を生
成します。Shift、Ctrl およびファンクション キーによっ
て ESC [w ～ ESC [{ を生成します。
• [ESCN]：デフォルト モードです。ファンクション キー
はデジタル端末の一般的な動作と一致します。ファンク
ション キーによって ESC [11~ や ESC [12~ などのシー
ケンスを生成します。
• [VT400]：ファンクション キーがデフォルト モードと同
様に動作します。テンキーの最上段のキーによって ESC
OP ～ ESC OS を生成します。
[Redirection After BIOS POST] BIOS POST が完了し、OS ブートローダに制御が渡された後
に、BIOS コンソール リダイレクションがアクティブである
set RedirectionAfterPOST
かどうか。次のいずれかになります。
• [Always Enable]：OSのブートおよび実行時に BIOS レガ
シー コンソール リダイレクションがアクティブになりま
す。
• [Bootloader]：OS ブートローダに制御が渡される前に BIOS
レガシー コンソール リダイレクションがディセーブルに
なります。
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[LOM and PCIe Slots Configuration] のパラメータ
名前

説明

[VICに対するCDNサポート
（CDN Support for VIC）] ド
ロップダウン リスト

イーサネット ネットワークの命名規則が Consistent Device
Naming（CDN）または従来の命名規則に従うかどうか。次の
いずれかになります。

set CdnEnable

• [Disabled]：VIC カードの CDN サポートが無効になりま
す。
• [Enabled]：VIC カードの CDN サポートが有効になりま
す。
（注）

[PCI ROM CLP]
set PciRomClp

VIC カードの CDN サポートは、Windows 2012
または最新の OS でのみ機能します。

PCI ROM Command Line Protocol（CLP）は、カード上の iSCSI
や PxE などのさまざまなオプション ROM の実行を制御しま
す。デフォルトでは、無効になっています。
• [Enabled]：ポートごとに個別に、iSCSI や PxE などのさま
ざまなオプション ROM の実行を制御できるようにしま
す。
• [Disabled]：デフォルト オプションです。異なるオプショ
ン ROM は選択できません。デフォルト オプション ROM
は PCI 列挙中に実行されます。

[All PCIe Slots OptionROM]
set PcieOptionROMs

PCIe カードのオプション ROM をサーバが使用できるかどう
か。次のいずれかになります。
• [Disabled]：スロット n のオプション ROM は使用できま
せん。
• [Enabled]：スロット n のオプション ROM は使用可能で
す。
• [UEFI_Only]：スロット n のオプション ROM は UEFI に
のみ使用できます。
• [Legacy_Only]：スロット n のオプション ROM はレガシー
にのみ使用できます。
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名前

説明

[PCH SATA Mode]

このオプションでは、PCH SATA モードを選択できます。次
のいずれかになります。

set SataModeSelect

• [AHCI]：SATA コントローラと sSATA コントローラの両
方を AHCI モードに設定します。
• [Disabled]：SATA コントローラと sSATA コントローラを
無効にします。
• [LSI SW Raid]：SATA コントローラと sSATA コントロー
ラを LSI SW Raid の raid モードに設定します。
set SBNVMe1OptionROM

SBNVMe1 コントローラのオプション ROM をサーバが使用で
きるかどうか。次のいずれかになります。
• [Disabled]：SBNVMe1 コントローラのオプション ROM は
使用できません。
• [Enabled]：SBNVMe1 コントローラのオプション ROM を
使用できます。
• [UEFI_Only]：スロットのオプション ROM は UEFI にの
み使用できます。
• [Legacy_Only]：スロットのオプション ROM はレガシー
にのみ使用できます。

[SIOC1 OptionROM]
set SIOC1OptionROM

システム I/O コントローラ 1（SIOC1）のオプション ROM を
サーバが使用できるかどうか。次のいずれかになります。
• [Disabled]：システム I/O コントローラ 1（SIOC1）のオプ
ション ROM は使用できません。
• [Enabled]：システム I/O コントローラ 1（SIOC1）のオプ
ション ROM を使用できます。
• [UEFI_Only]：スロットのオプション ROM は UEFI にの
み使用できます。
• [Legacy_Only]：スロットのオプション ROM はレガシー
にのみ使用できます。
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名前

説明

[SIOC2 OptionROM]

システム I/O コントローラ 2（SIOC2）のオプション ROM を
サーバが使用できるかどうか。次のいずれかになります。

set SIOC2OptionROM

• [Disabled]：システム I/O コントローラ 2（SIOC2）のオプ
ション ROM は使用できません。
• [Enabled]：システム I/O コントローラ 2（SIOC2）のオプ
ション ROM を使用できます。
• [UEFI_Only]：スロットのオプション ROM は UEFI にの
み使用できます。
• [Legacy_Only]：スロットのオプション ROM はレガシー
にのみ使用できます。
set SBMezz1OptionROM

SBMezz1 コントローラのオプション ROM をサーバが使用で
きるかどうか。次のいずれかになります。
• [Disabled]：SBMezz1 コントローラのオプション ROM は
使用できません。
• [Enabled]：SBMezz1 コントローラのオプション ROM を
使用できます。
• [UEFI_Only]：スロットのオプション ROM は UEFI にの
み使用できます。
• [Legacy_Only]：スロットのオプション ROM はレガシー
にのみ使用できます。

[SBMezz2 OptionROM] ドロッ サーバが SBMezz2 コントローラで使用可能なオプション ROM
プダウン リスト
を使用できるかどうか。次のいずれかになります。
set SBMezz2OptionROM

• [Disabled]：SBMezz 2 コントローラのオプション ROM は
使用できません。
• [Enabled]：SBMezz 2 コントローラのオプション ROM を
使用できます。
• [UEFI Only]：スロットのオプション ROM は UEFI にのみ
使用できます。
• [Legacy Only]：スロットのオプション ROM はレガシーに
のみ使用できます。
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名前

説明

set IOESlot1OptionROM

オプション ROM が IOE スロット 1 で有効かどうか。次のい
ずれかになります。
• [Disabled]：オプション ROM が無効です。
• [Enabled]：デフォルト値。 オプション ROM が有効です。
• [UEFI Only]：スロット 1 オプション ROM は UEFI にのみ
使用できます。
• [Legacy Only]：スロット 1 オプション ROM はレガシーに
のみ使用できます。

set IOEMezz1OptionROM

オプション ROM が IOE Mezz1 で有効かどうか。次のいずれ
かになります。
• [Disabled]：オプション ROM が無効です。
• [Enabled]：デフォルト値。 オプション ROM が有効です。
• [UEFI Only]：Mezz1 オプション ROM を使用できるのは
UEFI のみです。
• [Legacy Only]：Mezz1 オプション ROM はレガシーにのみ
使用できます。

set IOESlot2OptionROM

オプション ROM が IOE スロット 2 で有効かどうか。次のい
ずれかになります。
• [Disabled]：オプション ROM が無効です。
• [Enabled]：デフォルト値。 オプション ROM が有効です。
• [UEFI Only]：スロット 2 オプション ROM は UEFI にのみ
使用できます。
• [Legacy Only]：スロット 2 オプション ROM はレガシーに
のみ使用できます。

set IOENVMe1OptionROM

オプション ROM が IOE NVMe1 で有効かどうか。次のいずれ
かになります。
• [Disabled]：オプション ROM が無効です。
• [Enabled]：デフォルト値。 オプション ROM が有効です。
• [UEFI Only]：Mezz1 オプション ROM を使用できるのは
UEFI のみです。
• [Legacy Only]：Mezz1 オプション ROM はレガシーにのみ
使用できます。
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名前

説明

set IOENVMe2OptionROM

オプション ROM が IOE NVMe2 で有効かどうか。次のいずれ
かになります。
• [Disabled]：オプション ROM が無効です。
• [Enabled]：デフォルト値。 オプション ROM が有効です。
• [UEFI Only]：Mezz1 オプション ROM を使用できるのは
UEFI のみです。
• [Legacy Only]：Mezz1 オプション ROM はレガシーにのみ
使用できます。

[SBNVMe1 Link Speed]
Set SBNVMe1LinkSpeed

SBNVMe1 アドオン スロット 1 のリンク速度。
• [Auto]：リンク速度は自動的に割り当てられます。
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：デフォルトのリンク速度。リンク速度は第 2 世
代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。

[SIOC1 Link Speed]
Set PcieSlot1LinkSpeed

System IO Controller 1（SIOC1）アドオン スロット 1 のリンク
速度。
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は第 3 世
代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。
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名前

説明

[SIOC2 Link Speed]

System IO Controller 2（SIOC2）アドオン スロット 2 のリンク
速度。

set PcieSlot2LinkSpeed

• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は第 3 世
代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。
[SBMezz1 Link Speed]
set SBMezz1LinkSpeed

SBMezz1 アドオン スロット 1 のリンク速度。
• [Auto]：リンク速度は自動的に割り当てられます。
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：デフォルトのリンク速度。リンク速度は第 2 世
代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。

[SBMezz2 Link Speed] ドロップ SBMezz2 アドオン スロット 2 のリンク速度を割り当てます。
ダウン リスト
次のいずれかになります。
set SBMezz2LinkSpeed

• [Auto]：デフォルト値。 スロットが有効になります。
• [GEN 1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN 2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN 3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。
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名前

説明

set IOESlot1LinkSpeed

スロット 1 リンク速度。次のいずれかになります。
• [Auto]：デフォルト値。 スロットが有効になります。
• [GEN 1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN 2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN 3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。

set IOEMezz1LinkSpeed

Mezz1 リンク速度。次のいずれかになります。
• [Auto]：デフォルト値。 スロットが有効になります。
• [GEN 1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN 2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN 3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。

set IOESlot2LinkSpeed

スロット 2 リンク速度。次のいずれかになります。
• [Auto]：デフォルト値。 スロットが有効になります。
• [GEN 1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN 2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN 3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。

set IOENVMe1LinkSpeed

NVMe1 リンク速度。次のいずれかになります。
• [Auto]：デフォルト値。 スロットが有効になります。
• [GEN 1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN 2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN 3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。
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名前

説明

set IOENVMe2LinkSpeed

NVMe2 リンク速度。次のいずれかになります。
• [Auto]：デフォルト値。 スロットが有効になります。
• [GEN 1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN 2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN 3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
• [Disabled]：スロットは無効であり、カードは列挙されま
せん。

[BIOS Configuration] ダイアログボックスのボタン バー

重要

このダイアログ ボックスのボタンは、表示しているタブのパラメータのみでなく、使用可能な
すべてのタブのすべての BIOS パラメータに影響します。
名前

説明

[Save Changes] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータの設定を保存し、ダイア
ログボックスを閉じます。
[Reboot Host Immediately] チェックボックスがオフの場合、
サーバはすぐにリブートされ、新しい BIOS 設定が有効にな
ります。そうでない場合、変更内容はサーバが手動でリブー
トされるまで保存されます。

[Reset Values] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータの値を、このダイアログ
ボックスを最初に開いたときに有効だった設定に復元します。

[Restore Defaults] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータをそのデフォルト値に設
定します。

[Cancel] ボタン

変更を行わずにダイアログボックスを閉じます。
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[Server Management] タブ
サーバ管理 BIOS パラメータ
名前

説明

[FRB-2 Timer]

POST 中にシステムがハングアップした場合に、システ
ムを回復するために Cisco IMC で FRB2 タイマーを使
用するかどうか。次のいずれかになります。

set FRB-2

• [Disabled]：FRB2 タイマーは使用されません。
• [Enabled]：POST 中に FRB2 タイマーが開始され、
必要に応じてシステムの回復に使用されます。
[OS ウォッチドッグ タイマー（OS
BIOS が指定されたタイムアウト値でウォッチドッグ
Watchdog Timer）] ドロップダウン リ タイマーをプログラムするかどうか。次のいずれかに
スト
なります。
set OSBootWatchdogTimer

• [Disabled]：サーバのブートにかかる時間をトラッ
キングするためにウォッチドッグ タイマーは使用
されません。
• [Enabled]：サーバのブートにかかる時間をウォッ
チドッグ タイマーでトラッキングします。サーバ
が [OS Boot Watchdog Timer Timeout] フィールドに
指定された時間set OSBootWatchdogTimerTimeout
コマンドにより、Cisco IMC はエラーをログに記録
し、set OSBootWatchdogTimerPolicy コマンドで指
定されたアクションを実行します。
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名前

説明

[OSウォッチドッグタイマータイムア OSが指定された時間内にブートしない場合、OSウォッ
ウト（OS Watchdog Timer Timeout）] チドッグ タイマーの期限が切れ、システムはタイマー
ドロップダウン リスト
ポリシーに基づいてアクションを実行します。次のい
set OSBootWatchdogTimerTimeOut ずれかになります。
• [5_Minutes]：OS ウォッチドッグ タイマーは、ブー
トが開始されてから 5 分後に期限が切れます。
• [10_Minutes]：OS ウォッチドッグ タイマーは、
ブートが開始されてから 10 分後に期限が切れま
す。
• [15_Minutes]：OS ウォッチドッグ タイマーは、
ブートが開始されてから 15 分後に期限が切れま
す。
• [20_Minutes]：OS ウォッチドッグ タイマーは、
ブートが開始されてから 20 分後に期限が切れま
す。
（注）

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer]
をイネーブルにした場合にのみ適用されま
す。

[OSウォッチドッグタイマーポリシー ウォッチドッグ タイマーが切れた場合にシステムで実
（OS Watchdog Timer Policy）] ドロッ 行されるアクション。次のいずれかになります。
プダウン リスト
• Do_Nothing：OS のブート中にウォッチドッグ タ
set OSBootWatchdogTimerPolicy
イマーの期限が切れた場合、アクションは実行さ
れません。
• Power_Down：OS のブート中にウォッチドッグ タ
イマーの期限が切れた場合、サーバの電源がオフ
になります。
• [Reset]：OS のブート中にウォッチドッグ タイマー
が切れた場合、サーバはリセットされます。
（注）

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer]
を有効にする場合にのみ適用されます。
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S3260 M5 サーバ
I/O タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。
表 2 : [I/O] タブの BIOS のパラメータ

名前

説明

[Reboot Host
オンにすると、ホスト サーバが直ちに再起動されます。このチェッ
Immediately] チェック クボックスは、変更を保存してからオンにする必要があります。
ボックス
[レガシー USB サポー システムでレガシー USB デバイスをサポートするかどうか。次のい
ト（Legacy USB
ずれかになります。
Support）] ドロップダ
• [Disabled]：USB デバイスは、EFI アプリケーションでのみ使用で
ウン リスト
きます。
set UsbLegacySupport
• [Enabled]：レガシー USB のサポートは常に使用できます。
[ダイレクト IO への
Intel VT（Intel VT for
directed IO）] ドロップ
ダウン リスト
set IntelVTD

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）を使用するかどう
か。このテクノロジーでは、1 つのプラットフォームで、複数のオペ
レーティング システムとアプリケーションをそれぞれ独立したパー
ティション内で実行できます。次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでの仮想化を禁止します。
• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング システムをそ
れぞれ独立したパーティション内で実行できます。
（注）

このオプションを変更した場合は、設定を有効にするため
にサーバの電源を再投入する必要があります。

[Intel VTD coherency サ プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどうか。次のい
ポート（Intel VTD
ずれかになります。
coherency support）] ド
• [Disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートしません。
ロップダウン リスト
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に応じて使用しま
set CoherencySupport
す。
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名前

説明

[Intel VTD ATS サポー プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services（ATS）をサポー
ト（Intel VTD ATS
トするかどうか。次のいずれかになります。
support）] ドロップダ
• [Disabled]：プロセッサで ATS をサポートしません。
ウン リスト
• [Enabled]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じて使用します。
set ATS
[VMD Enable (VMD の Intel Volume Management Device (VMD) は、NVMe SSD を管理および
有効化)] ドロップダウ 集約するためのハードウェア ロジックを提供する PCIe NVMe SSD 向
ン リスト
けです。
これは次のいずれかになります。
• 有効: 堅牢で安定したホットプラグ、ステータス LED 管理などの
利点を有効にします。
• 無効: 堅牢で安定したホットプラグ、ステータス LED 管理などの
利点を無効にします。
デフォルト値：無効。
VMD を設定するには、『CPU ユーザー ガイドの Intel® 仮想 RAID』
と『CPU の Intel® 仮想 RAID』を参照してください。
[すべてのオンボード
LOM Oprom（All
Onboard LOM
Oprom）] ドロップダ
ウン リスト
set AllLomPortControl

オプション ROM がすべての LOM ポートで使用できるかどうか。次
のいずれかになります。
• [無効（Disabled）]：すべてのポートでオプション ROM を無効に
します。
• [有効（Enabled）]：すべてのポートでオプション ROM を有効に
します。

[オンボード LOM ポー オプション ROM が LOM ポート 0 で使用できるかどうか。次のいず
ト 0 Oprom（Onboard れかになります。
LOM Port0 Oprom）] ド
• [無効（Disabled）]：LOM ポート 0 でオプション ROM を 使用で
ロップダウン リスト
きません。
set
• [有効（Enabled）]：LOM ポート 0 でオプション ROM を使用でき
LomOpromControlPort0
ます。
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名前

説明

[オンボード LOM ポー オプション ROM が LOM ポート 1 で使用できるかどうか。次のいず
ト 1 Oprom（Onboard れかになります。
LOM Port1 Oprom）] ド
• [無効（Disabled）]：LOM ポート 1 でオプション ROM を 使用で
ロップダウン リスト
きません。
set
• [有効（Enabled）]：LOM ポート 1 でオプション ROM を使用でき
LomOpromControlPort1
ます。
[PCIe スロット n
Oprom（Pcie Slot n
Oprom）] ドロップダ
ウン リスト
set
PcieSlotnOptionROM

サーバが n で指定した PCIe カード スロットにあるオプション ROM
を使用できるかどうか。次のいずれかになります。
• [無効（Disabled）]：スロット n のオプション ROM は使用できま
せん。
• [有効（Enabled）]：スロット n のオプション ROM は使用可能で
す。

[MLOM Oprom] ドロッ このオプションでは、MLOM スロットに接続された PCIe アダプタの
プダウン リスト
オプション ROM の実行を制御することができます。次のいずれかに
なります。
set
PcieSlotMLOMOptionROM

• [無効（Disabled）]：MLOM スロットに接続されている PCIe アダ
プタのオプション ROM を実行しません。
• [有効（Enabled）]：MLOM スロットに接続されている PCIe アダ
プタのオプション ROM を実行します。

[HBA Oprom] ドロップ このオプションでは、HBA スロットに接続された PCIe アダプタのオ
ダウン リスト
プション ROM の実行を制御することができます。次のいずれかにな
ります。
set
PcieSlotHBAOptionROM

• [無効（Disabled）]：HBA スロットに接続されている PCIe アダプ
タのオプション ROM を実行しません。
• [有効（Enabled）]：HBA スロットに接続されている PCIe アダプ
タのオプション ROM を実行します。

[フロント NVME1
このオプションでは、SSD:NVMe1 スロットに接続された PCIe アダプ
Oprom（Front NVME1 タのオプション ROM の実行を制御することができます。次のいずれ
Oprom）] ドロップダ かになります。
ウン リスト
• [無効（Disabled）]：SSD:NVMe1 スロットに接続されている PCIe
set
アダプタのオプション ROM を実行しません。
PcieSlotN1OptionROM
• [有効（Enabled）]：SSD:NVMe1 スロットに接続されている PCIe
アダプタのオプション ROM を実行します
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名前

説明

[フロント NVME2
このオプションでは、SSD:NVMe2 スロットに接続された PCIe アダプ
Oprom（Front NVME2 タのオプション ROM の実行を制御することができます。次のいずれ
Oprom）] ドロップダ かになります。
ウン リスト
• [無効（Disabled）]：SSD:NVMe2 スロットに接続されている PCIe
set
アダプタのオプション ROM を実行しません。
PcieSlotN2OptionROM
• [有効（Enabled）]：SSD:NVMe2 スロットに接続されている PCIe
アダプタのオプション ROM を実行します
[HBA リンク速度
このオプションを使用すると、PCIe HBA スロットに装着されている
（HBA Link Speed）] アダプタ カードの最大速度を制限できます。次のいずれかになりま
ドロップダウンリスト す。
set
PcieSlotHBALinkSpeed

• [無効（Disabled）]：最大速度は制限されません。
• [自動（Auto）]：システムは許容最大速度を選択します。
• [GEN1]：最大 2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速度が許
可されます。
• [GEN2]：最大 5 GT/s までの速度が許可されます。
• [GEN3]：最大 8 GT/s までの速度が許可されます。

[MLOM リンク速度
このオプションを使用すると、PCIe MLOM スロットに装着されてい
（MLOM Link Speed）] るアダプタ カードの最大速度を制限できます。次のいずれかになり
ドロップダウンリスト ます。
set
PcieSlotMLOMLinkSpeed

• [無効（Disabled）]：最大速度は制限されません。
• [自動（Auto）]：システムは許容最大速度を選択します。
• [GEN1]：最大 2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速度が許
可されます。
• [GEN2]：最大 5 GT/s までの速度が許可されます。
• [GEN3]：最大 8 GT/s までの速度が許可されます。
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名前

説明

[PCIe スロット n リン システム IO コント ローラ n（SIOCn）アドオン スロット（n によっ
ク速度（PCIe Slot n
て示される）のリンク速度。次のいずれかになります。
Link Speed）] ドロップ
• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙され
ダウン リスト
ません。
set PcieSlotnLinkSpeed
• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は自動的
に割り当てられます。
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
[フロント NVME1 リン NVMe フロント スロット 1 のリンク速度。次のいずれかになります。
ク速度（Front NVME1
• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙され
Link Speed）] ドロップ
ません。
ダウン リスト
• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は自動的
set
に割り当てられます。
PcieSlotFrontNvme1LinkSpeed
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
[フロント NVME2 リン NVMe フロント スロット 2 のリンク速度。次のいずれかになります。
ク速度（Front NVME2
• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙され
Link Speed）] ドロップ
ません。
ダウン リスト
• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は自動的
set
に割り当てられます。
PcieSlotFrontNvme2LinkSpeed
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
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名前

説明

[リア NVME1 リンク速 NVMe 背面のスロット 1 のリンク速度。次のいずれかになります。
度（Rear NVME1 Link
• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙され
Speed）] ドロップダウ
ません。
ン リスト
• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は自動的
set
に割り当てられます。
PcieSlotRearNvme1LinkSpeed
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
[リア NVME2 リンク速 NVMe 背面のスロット 2 のリンク速度。次のいずれかになります。
度（Rear NVME2 Link
• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙され
Speed）] ドロップダウ
ません。
ン リスト
• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は自動的
set
に割り当てられます。
PcieSlotRearNvme2LinkSpeed
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
[VGA 優先順位（VGA システムに複数の VGA デバイスがある場合は、VGA グラフィックス
Priority）] ドロップダ デバイスの優先順位を設定できます。次のいずれかになります。
ウン リスト
• [オンボード（OnBoard）]：オンボード VGA デバイスが優先され
set VgaPriority
ます。BIOS ポスト画面および OS ブートはオンボード VGA ポー
ト経由で駆動されます。
• [オフボード（OffBoard）]：PCIE グラフィックス アダプタが優先
されます。BIOS ポスト画面および OS ブートは外部グラフィッ
クス アダプタ ポート経由で駆動されます。
• [オンボードを無効（OnBoardDisabled）]：PCIE グラフィックス
アダプタが優先され、オンボード VGA デバイスは無効になりま
す。オンボード VGA が無効の場合、vKVM は機能しません。
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名前

説明

[P-SATA OptionROM] PCH SATA オプション ROM モードを選択できます。次のいずれかに
ドロップダウンリスト なります。
set pSATA

• [LSI SW Raid]：SATA コントローラと sSATA コントローラを LSI
SW Raid の raid モードに設定します。
• [無効（Disabled）]：SATA コントローラと sSATA コントローラ
を無効にします。

[M2.SATA OptionROM] Serial Advanced Technology Attachment（SATA）ソリッド ステート ド
ドロップダウンリスト ライブ（SSD）の動作モード。次のいずれかになります。
set SataModeSelect

• [AHCI]：
SATA コントローラと sSATA コントローラの両方を AHCI モー
ドに設定します。
• [LSI SW Raid]：SATA コントローラと sSATA コントローラを LSI
SW Raid の raid モードに設定します。
• [無効（Disabled）]：SATA コントローラと sSATA コントローラ
を無効にします。

[リア USB ポート
背面パネルの USB デバイスが有効か無効か。次のいずれかになりま
（USB Port Rear）] ド す。
ロップダウン リスト
• [無効（Disabled）]：背面パネルの USB ポートを無効にします。
set UsbPortRear
これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペレー
ティング システムによって検出されません。
• [有効（Enabled）]：背面パネルの USB ポートを有効にします。
これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペレー
ティング システムによって検出されます。
[フロント USB ポート 前面パネルの USB デバイスが有効か無効か。次のいずれかになりま
（USB Port Front）] ド す。
ロップダウン リスト
• [無効（Disabled）]：前面パネルの USB ポートを無効にします。
set UsbPortFront
これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペレー
ティング システムによって検出されません。
• [有効（Enabled）]：前面パネルの USB ポートを有効にします。
これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペレー
ティング システムによって検出されます。
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名前

説明

[内部 USB ポート
内部 USB デバイスが有効か無効か。次のいずれかになります。
（USB Port Internal）]
• [無効（Disabled）]：内部の USB ポートを無効にします。これら
ドロップダウンリスト
のポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペレーティン
set UsbPortInt
グ システムによって検出されません。
• [有効（Enabled）]：内部の USB ポートを有効にします。これら
のポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペレーティン
グ システムによって検出されます。
[KVM USB ポート
KVM ポートが有効か無効か。次のいずれかになります。
（USB Port KVM）] ド
• [無効（Disabled）]：KVM キーボードおよびマウス デバイスを無
ロップダウン リスト
効にします。キーボードとマウスは KVM ウィンドウで機能しな
set UsbPortKVM
くなります。
• [有効（Enabled）]：KVM キーボードおよびマウス デバイスを有
効にします。
[SD カード USB ポート SD カードが有効か無効か。次のいずれかになります。
（USB Port SD Card）]
• [無効（Disabled）]：SD カードのポートを無効にします。これら
ドロップダウンリスト
のポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペレーティン
set UsbPortSdCard
グ システムによって検出されません。
• [有効（Enabled）]：SD カードのポートを有効にします。これら
のポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペレーティン
グ システムによって検出されます。
[IPV6 PXE サポート
PXE の IPv6 サポートを有効または無効にします。次のいずれかにな
（IPV6 PXE Support）] ります
ドロップダウンリスト
• [無効 (disabled)] : PV6 PXE のサポートは利用できません。
set IPV6PXE
• [enabled (有効)]:IPV6 PXE のサポートを常に利用できます。

サーバ管理タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。
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表 3 : [サーバ管理（Server Management）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[Reboot Host Immediately] チェックボックス

[ホストを即座にリブート（Reboot Host
Immediately）] チェックボックスがオフの場
合、サーバはすぐにリブートされ、新しい
BIOS 設定が有効になります。そうでない場
合、変更内容はサーバが手動でリブートされ
るまで保存されます。

[OS ブート ウォッチドッグ タイマー ポリシー ウォッチドッグ タイマーが切れた場合にシス
（OS Boot Watchdog Timer Policy）] ドロップ テムで実行されるアクション。次のいずれか
ダウン リスト
になります。
set OSBootWatchdogTimerPolicy

• [電源オフ（Power Off）]：OS のブート中
にウォッチドッグ タイマーの期限が切れ
た場合、サーバの電源がオフになります。
• [Reset]：OS のブート中にウォッチドッグ
タイマーが切れた場合、サーバはリセッ
トされます。
（注）

[OS ウォッチドッグ タイマー（OS Watchdog
Timer）] ドロップダウン リスト
set OSBootWatchdogTimer

このオプションは [OS Boot Watchdog
Timer] を有効にする場合にのみ適用
されます。

BIOS が指定されたタイムアウト値でウォッチ
ドッグ タイマーをプログラムするかどうか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：サーバのブートにかかる時間
をトラッキングするためにウォッチドッ
グ タイマーは使用されません。
• [有効（enabled）]：サーバがブートにかか
る時間をウォッチドッグ タイマーで追跡
します。サーバのブートが [OS ブート
ウォッチドッグ タイマー タイムアウト
（OS Boot Watchdog Timer Timeout）]
フィールドで指定された時間内に完了し
ない場合は、Cisco IMC によってエラーが
ログに記録され、[OSブートウォッチドッ
グ ポリシー（OS Boot Watchdog Policy）]
フィールドで指定されたアクションが実
行されます。
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名前

説明

[OS ブート ウォッチドッグ タイマー タイムア OS が指定された時間内にブートしない場合、
ウト（OS Watchdog Timer Timeout）] ドロップ OS ウォッチドッグ タイマーの期限が切れ、シ
ダウン リスト
ステムはタイマーポリシーに基づいてアクショ
ンを実行します。次のいずれかになります。
set OSBootWatchdogTimerTimeOut
• [5 分（5 Minutes）]：OS ウォッチドッグ
タイマーは、ブートが開始されてから 5
分後に期限が切れます。
• [10 分（10 Minutes）]：OS ウォッチドッ
グ タイマーは、ブートが開始されてから
5 分後に期限が切れます。
• [15 分（15 Minutes）]：OS ウォッチドッ
グ タイマーは、ブートが開始されてから
5 分後に期限が切れます。
• [20 分（20 Minutes）]：OS ウォッチドッ
グ タイマーは、ブートが開始されてから
5 分後に期限が切れます。
（注）

このオプションは [OS ブート ウォッ
チドッグ タイマー（OS Boot
Watchdog Timer）] を有効にした場合
にのみ適用されます。

[ボー レート（Baud Rate）] ドロップダウン リ シリアル ポートの伝送速度として使用される
スト
ボー レート。[Console Redirection] を無効にす
る場合は、このオプションを使用できません。
set BaudRate
次のいずれかになります。
• [9.6k]：9,600 ボー レートが使用されます。
• [19.2k]：19,200 ボー レートが使用されま
す。
• [38.4k]：38,400 ボー レートが使用されま
す。
• [57.6k]：57,600 ボー レートが使用されま
す。
• [115.2k]：115,200 ボー レートが使用され
ます。
この設定は、リモート ターミナル アプリケー
ション上の設定と一致している必要がありま
す。
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名前

説明

[コンソール リダイレクション（Console
Redirection）] ドロップダウン リスト

POST および BIOS のブート中に、シリアル
ポートをコンソール リダイレクションに使用
できるようにします。OS が起動した後は、コ
ンソール リダイレクトは関係ありません。次
のいずれかになります。

set ConsoleRedir

• [シリアル ポート A（Serial Port A）]：
POST 中にシリアル ポート A でコンソー
ル リダイレクションを有効にします。
• [シリアル ポート B（Serial Port B）]：
POST 中にシリアル ポート B でコンソー
ル リダイレクションを有効にします。
• [無効（Disabled）]：POST 中にコンソー
ル リダイレクションは発生しません。
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名前

説明

適応型メモリ トレーニング

このオプションを[有効（Enabled）]にすると、
次のようになります。
メモリ トレーニングは毎回のブートでは実行
されず、BIOS は、保存されたメモリ トレーニ
ングの結果を毎回のリブートで使用します。
毎回のブートでメモリ トレーニングが実行さ
れるいくつかの例外には、次のものがありま
す。
BIOS の更新、CMOS のリセット、CPU やメ
モリの設定変更、SPD または実行時の修正不
可能なエラー、または、前回のブートから 24
時間以上経過している場合。
このオプションが [無効（Disabled）] の場合、
毎回のブートでメモリ トレーニングが行われ
ます。
デフォルト値：[有効（Enabled）]。
（注）

[高速ブート（Fast Boot）] オプショ
ンを無効にするには、エンド ユーザ
は次のトークンを下記の説明のとお
りに設定する必要があります。
[適応型メモリ トレーニング
（Adaptive Memory Training）]を [無
効（Disabled）] に
[BIOS Techlogレベル（BIOS Techlog
level）] を [標準（Normal）] に
[OptionROM起動最適化（OptionROM
Launch Optimization）] を [無効
（Disabled）] に
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名前

説明

[BIOS Techlogレベル（BIOS Techlog Level）] このオプションは、 BIOS tech ログファイル
のメッセージのタイプを示します。
ログファイルには、次のタイプのいずれかを
指定できます。
• [最小（Minimum）]：重要なメッセージが
ログファイルに表示されます。
• [標準（Normal）]：警告およびロード メッ
セージがログファイルに表示されます。
• [最大（Maximum）]：標準に加え、情報
関連のメッセージがログファイルに表示
されます。
デフォルト値：[最小（Minimum）]
（注）

このオプションは、主に、内部のデ
バッグを目としています。

[OptionROM起動最適化（OptionROM Launch このオプションが [有効（Enabled）] の場合、
Optimization）]
ブート順序のポリシーに存在するコントロー
ラにのみ OptionROMs が起動されます。
（注）

オンボード ストレージ コントロー
ラ、Emulex FC アダプタおよび GPU
コントローラなどのいくつかのコン
トローラについて、ブート順序のポ
リシーに含まれていなくても、
OptionROM が起動されます。

このオプションが [無効（Disabled）] の場合、
すべての OptionROMs が起動されます。
デフォルト値：[有効（Enabled）]
[CDN コントロール（CDN Control）] ドロップ イーサネット ネットワークの命名規則が
ダウン リスト
Consistent Device Naming（CDN）または従来
の命名規則に従うかどうか。次のいずれかに
set cdnEnable
なります。
• [無効（Disabled）]：VIC カードの CDN
サポートが無効になります
• [有効（Enabled）]：VIC カードの CDN サ
ポートが有効になります。
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名前

説明

[FRB 2 タイマー（FRB 2 Timer）] ドロップダ POST 中にシステムがハングした場合に、シス
ウン リスト
テムを回復するために Cisco IMC によって
FRB2 タイマーが使用されるかどうか。次のい
set FRB-2
ずれかになります。
• [Disabled]：FRB2 タイマーは使用されま
せん。
• [Enabled]：POST 中に FRB2 タイマーが開
始され、必要に応じてシステムの回復に
使用されます。
[フロー制御（Flow Control）] ドロップダウン フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使
リスト
用するかどうか。送信要求/クリア ツー センド
（RTS/CTS）を使用すると、隠れた端末問題
set FlowCtrl
が原因で発生する可能性があるフレーム コリ
ジョンを減らすことができます。次のいずれ
かになります。
• [None]：フロー制御は使用されません。
• [RTS/CTS]：RTS/CTS がフロー制御に使
用されます。
（注）

この設定は、リモート ターミナル
アプリケーション上の設定と一致し
ている必要があります。

[ターミナル タイプ（Terminal Type）] ドロッ コンソール リダイレクションに使用される文
プダウン リスト
字フォーマットのタイプ。次のいずれかにな
ります。
set TerminalType
• [PC-ANSI]：PC-ANSI 端末フォントが使用
されます。
• [VT100]：サポートされている VT100 ビ
デオ端末とその文字セットが使用されま
す。
• [VT100-PLUS]：サポートされている
VT100-plus ビデオ端末とその文字セット
が使用されます。
• [VT-UTF8]：UTF-8 文字セットのビデオ端
末が使用されます。
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セキュリティ タブ

セキュリティ タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。
表 4 : [セキュリティ（Security）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[Reboot Host Immediately] チェックボックス

[ホストを即座にリブート（Reboot Host
Immediately）] チェックボックスがオフの場
合、サーバはすぐにリブートされ、新しいBIOS
設定が有効になります。そうでない場合、変
更内容はサーバが手動でリブートされるまで
保存されます。

[信頼されたプラットフォーム モジュールのサ 信頼されたプラットフォーム モジュール
ポート（Trusted Platform Module Support）] ド （TPM）は、主に暗号キーを使用する基本的
ロップダウン リスト
なセキュリティ関連機能を提供するように設
計されたマイクロチップです。このオプショ
set TPMAdminCtrl
ンを使用すると、システムの TPM セキュリ
ティ デバイス サポートを制御できます。次の
いずれかを指定できます。
• [Disabled]：サーバは TPM を使用しませ
ん。
• [Enabled]：サーバは TPM を使用します。
（注）

オペレーティング システムがこの機
能をサポートするかどうかについて
は、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせください。

[電源オン パスワード（Power On Password）] このトークンでは、F2 BIOS 設定を使用する
ドロップダウン リスト
前に BIOS パスワードを設定する必要がありま
す。有効にすると、IO 設定、BIOS セットアッ
set PowerOnPassword
プ、BIOS を使用したオペレーティング システ
ムへの起動など、BIOS 機能にアクセスする前
にパスワードを検証する必要があります。次
のいずれかを指定できます。
• [Disabled]：サポートはディセーブルに
なっています。
• [Enabled]：サポートはイネーブルになっ
ています。
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[プロセッサ（Processor）] タブ

[プロセッサ（Processor）] タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。
表 5 : [プロセッサ（Processor）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[Intel Virtualization Technology] ドロップダウン プロセッサで Intel Virtualization Technology
リスト
（VT）を使用するかどうか。このテクノロ
ジーでは、1 つのプラットフォームで、複数の
set IntelVT
オペレーティング システムとアプリケーショ
ンをそれぞれ独立したパーティション内で実
行できます。次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでの仮想化を禁止
します。
• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレー
ティング システムをそれぞれ独立した
パーティション内で実行できます。
[拡張 APIC（Extended APIC）] ドロップダウン 拡張 APIC サポートをイネーブルまたはディ
リスト
セーブルにできます。次のいずれかになりま
す。
set LocalX2Apic
• [有効（Enabled）]：APIC サポートを有効
にします
• [無効（Disabled）]：APIC サポートを無効
にします。
[プロセッサ C1E（Processor C1E）] ドロップ
ダウン リスト
set ProcessorC1E

C1 ステートに入ったときに、CPU が最小周波
数に移行するかどうか。次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：CPU は C1 ステートでも引き
続き最大周波数で動作します。
• [Enabled]：CPU は最小周波数に移行しま
す。このオプションでは C1 ステートで節
約される電力量が最大になります。
（注）

このオプションを使用できるのは一
部の C シリーズ サーバだけです。
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名前

説明

[プロセッサ C6 レポート（Processor C6
Report）] ドロップダウン リスト

BIOS からオペレーティング システムに C6 レ
ポートを送信するかどうか。OS はレポートを
受信すると、プロセッサを電力量の少ない C6
状態に移行してエネルギー使用量を減らし、
最適なプロセッサ パフォーマンスを維持でき
ます。次のいずれかになります。

set ProcessorC6Report

• [Disabled]：BIOS から C6 レポートを送信
しません。
• [Enabled]：BIOS から C6 レポートを送信
し、OS がプロセッサを電力量の少ない
C6 状態に移行できるようにします。
（注）

[CPUPowerManagement] を [カスタム
（Custom）] に設定する必要があり
ます。そのようにしない場合、この
パラメータの設定は無視されます。

（注）

このオプションを使用できるのは一
部の C シリーズ サーバだけです。

[XD ビット（Execute Disable Bit）] ドロップダ アプリケーション コードを実行できる場所を
ウンリスト
指定するために、サーバのメモリ領域を分類
します。この分類の結果、悪意のあるワーム
set ExecuteDisable
がバッファにコードを挿入しようとした場合、
プロセッサでコードの実行をディセーブルに
します。この設定は、損害、ワームの増殖、
および特定クラスの悪意のあるバッファ オー
バーフロー攻撃を防止するのに役立ちます。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでメモリ領域を分
類しません。
• [Enabled]：プロセッサでメモリ領域を分
類します。
（注）

オペレーティング システムがこの機
能をサポートするかどうかについて
は、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせください。
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名前

説明

[Intel Turbo Boost Tech] ドロップダウン リスト プロセッサでインテル ターボ ブースト テクノ
ロジーを使用するかどうか。このテクノロジー
set IntelTurboBoostTech
では、仕様よりも低い電力、温度、または電
圧でプロセッサが動作していると、自動的に
そのプロセッサの周波数が上がります。次の
いずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサの周波数は自動的
には上がりません。
• [Enabled]：必要に応じてプロセッサで
Turbo Boost Technology が利用されます。
（注）

[CPUPowerManagement] を [カスタム
（Custom）] に設定する必要があり
ます。そのようにしない場合、この
パラメータの設定は無視されます。

[Enhanced Intel SpeedStep Tech] ドロップダウン プロセッサで拡張版 Intel SpeedStep テクノロ
リスト
ジーを使用するかどうか。このテクノロジー
では、プロセッサの電圧やコア周波数をシス
set EnhancedIntelSpeedStep
テムが動的に調整できます。このテクノロジー
により、平均電力消費量と平均熱発生量が減
少する可能性があります。次のいずれかにな
ります。
• [Disabled]：プロセッサの電圧または周波
数を動的に調整しません。
• [Enabled]：プロセッサで Enhanced Intel
SpeedStep Technology が使用され、サポー
トされているすべてのスリープ状態でさ
らに電力を節約することが可能になりま
す。
オペレーティングシステムがこの機能をサポー
トするかどうかについては、オペレーティン
グ システムのベンダーに問い合わせることを
推奨します。
（注）

[CPUPowerManagement] を [カスタム
（Custom）] に設定する必要があり
ます。そのようにしない場合、この
パラメータの設定は無視されます。
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名前

説明

[Intel HyperThreading Tech] ドロップダウンリ
スト

プロセッサでインテル ハイパースレッディン
グ テクノロジーを使用するかどうか。このテ
クノロジーでは、マルチスレッド ソフトウェ
ア アプリケーションのスレッドを各プロセッ
サ内で並列に実行できます。次のいずれかに
なります。

set IntelHyperThread

• [Disabled]：プロセッサでのハイパース
レッディングを禁止します。
• [Enabled]：プロセッサでの複数スレッド
の並列実行を許可します。
[Workload Configuration] ドロップダウン リス この機能を使用すると、ワークロードを最適
ト
化できます。オプションは [Balanced] と [I/O
Sensitive] です。
set WorkLdConfig
• NUMA
• UMA
[コア マルチプロセッシング（Core
MultiProcessing）] ドロップダウン リスト
set CoreMultiProcessing

サーバ上の 1 つ以上の物理コアをディセーブ
ルにできます。次のいずれかになります。
• [All]：すべての物理コアをイネーブルに
します。 これにより、関連付けられてい
る論理プロセッサ コアで Hyper Threading
もイネーブルになります。
• [1] ～ [28]：サーバで実行可能な論理プロ
セッサ コアの数を指定します。各物理コ
アには、論理コアが関連付けられていま
す。
（注）

オペレーティング システムがこの機
能をサポートするかどうかについて
は、オペレーティング システムのベ
ンダーに問い合わせください。
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名前

説明

[Sub NUMA Clustering] ドロップダウンリスト CPU がサブ NUMA クラスタリングをサポート
するかどうか。そのクラスタリングでは、タ
グ ディレクトリとメモリ チャネルは常に同じ
領域にあります。次のいずれかになります。
• [disabled][Disabled]：サブ NUMAクラスタ
リングは発生しません。
• [enabled][Enabled]：サブ NUMAクラスタ
リングが発生します。
• [自動（Auto）][自動（auto）]：BIOSかサ
ブ NUMA のクラスタ リングされるかが
決まります。
[XPT Prefetch] ドロップダウン リスト

XPT プリフェッチを使用して、最後のレベル
のキャッシュに読み取り要求を送信できるよ
うにして、その要求のコピーをメモリ コント
ローラのプリフェッチャに発行するかどうか。
次のいずれかになります。
• [disabled][Disabled]：CPU はXPT Prefetch
オプションを使用しません。
• [enabled][Enabled]：CPU はXPT プリフェッ
チ オプションを有効にします。

[UPI プリフェッチ（UPI Prefetch）] ドロップ UPI プリフェッチは、DDR バス上でメモリ読
ダウン リスト
み込みが早期に開始されるようにするメカニ
ズムです。これは次のいずれかになります。
• [無効（disabled）][無効（Disabled）]：プ
ロセッサでキャッシュ データをプリロー
ドしません。
• [有効（enabled）][有効（Enabled）]：UPI
プリフェッチャで最も関連性が高いと判
断されたデータを含むL1 キャッシュをプ
リロードします。
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名前

説明

[エネルギー パフォーマンスの BIOS 構成
システム パフォーマンスまたはエネルギー効
（Energy Performance BIOS Config）] ドロップ 率がこのサーバで重要かどうかを判断できま
ダウン リスト
す。次のいずれかになります。
set CpuEngPerfBias

• [パフォーマンス（Performance）]：サーバ
では、すべてのサーバコンポーネントに
全電力を常時提供します。このオプショ
ンでは、最高レベルのパフォーマンスが
維持され、最大量の電力が必要となりま
す。
• [バランス パフォーマンス（Balanced
Performance）]：サーバは、すべてのサー
バコンポーネントに、パフォーマンスと
電力のバランスを保つのに十分な電力を
提供します。
• [バランス電力（Balanced Power）]：サー
バは、すべてのサーバコンポーネントに、
パフォーマンスと電力のバランスを保つ
のに十分な電力を提供します。
• [電力（Power）]：サーバは、すべての
サーバコンポーネントに、消費電力の低
減を維持するのに最大の電力を提供しま
す。

[電力パフォーマンスの調整（Power Performance BIOS または OS によってエネルギー パフォー
Tuning）] ドロップダウン リスト
マンスのバイアス調整をオンにできるかどう
かを指定します。オプションは [BIOS] と [OS]
set PwrPerfTuning
です。
• [bios][BIOS]：
エネルギー効率を調整する場合は [BIOS]
を選択します。
• [os][OS]：
エネルギー効率を調整する場合は [OS] を
選択します。
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名前

説明

[LLC Prefetch] ドロップダウン リスト

プロセッサが LLC プリフェッチ メカニズムを
使用して日付を LLC にフェッチするかどう
か。次のいずれかになります。
• [disabled][Disabled]：プロセッサでキャッ
シュ データをプリロードしません。
• [enabled][Enabled]：LLC Prefetcherで最も
関連性が高いと判断されたデータを含む
L1 キャッシュをプリロードします。
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名前

説明

[パッケージのCステート（Package C State）]
ドロップダウン リスト

アイドル時にサーバ コンポーネントが使用で
きる電力量。次のいずれかになります。

set package-c-state-limit-config
package-c-state-limit

• [no-limit][制限なし（No Limit）]：サーバ
は、使用可能な任意の Cステートに入る
ことがあります。
• [自動（auto）][自動（Auto）]：物理的な
高度を CPUが決定します。
• [C0 C1 ステート（C0 C1 State）]：サーバ
はすべてのサーバコンポーネントに常に
フル パワーを提供します。このオプショ
ンでは、最高レベルのパフォーマンスが
維持され、最大量の電力が必要となりま
す。
• [C2]：CPU のアイドル時に、システムの
電力消費をC1 オプションよりもさらに低
減します。この場合、必要な電力は C1 ま
たは C0 よりも少なくなりますが、サーバ
がハイ パフォーマンス モードに戻るのに
要する時間が少し長くなります。
• [C6 保持なし（C6 Non Retention）]：CPU
のアイドル時に、C3 オプションよりもさ
らに電力消費が低減されます。このオプ
ションを使用すると、C0、C1、または C3
よりも電力量が節約されますが、サーバ
がフルパワーに戻るまでにパフォーマン
ス上の問題が発生する可能性があります。
• [C6 保持（C6 Retention）]：CPUのアイド
ル時に、C3 オプションよりもさらに電力
消費が低減されます。このオプションを
使用すると、C0、C1、または C3 よりも
電力量が節約されますが、サーバがフル
パワーに戻るまでにパフォーマンス上の
問題が発生する可能性があります。
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[Memory] タブ

名前

説明

[ハードウェア P ステート（Hardware P-States）] プロセッサ ハードウェアの P ステートを有効
ドロップダウン リスト
にします。次のいずれかになります。
set CpuHWPM

• [disabled][Disabled]：HWPM がディセーブ
ルになります。
• [hwpm-native-mode][HWPM Native Mode]：
HWPM ネイティブモードがイネーブルに
なります。
• [hwpm-oob-mode][HWPM OOB Mode]：
HWPM アウトオブボックスモードがイ
ネーブルになります。
• [Native Mode with no Legacy]（GUI のみ）

[Intel Speed Select (Intel の速度選択)] ドロップ [Intel Speed Select (Intel の速度選択)] モードで
ダウン リスト
は、ユーザーは異なる速度とコアを使用して
CPU を実行できます。
次のいずれかになります。
• 基本): ユーザーは最大コアおよび熱設計
電力 (TDP) 比率にアクセスすることがで
きます。
• 設定 1 ユーザーは 基本より小さいコアと
TDP 比率にアクセスできます。
• 設定 2 ユーザーは 設定 1 より小さいコア
と TDP 比率にアクセスできます。
デフォルト値: 基本。

[Memory] タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。
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表 6 : [メモリ（Memory）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[Reboot Host Immediately] チェックボックス

オンにすると、ホスト サーバが直ちに再起動
されます。このチェックボックスは、変更を
保存してからオンにする必要があります。

[メモリ RAS 構成の選択（Select Memory RAS サーバに対するメモリの信頼性、可用性、お
configuration）] ドロップダウン リスト
よびサービス性（RAS）の設定方法。次のい
ずれかになります。
set SelectMemoryRAS
• [最大パフォーマンス（Maximum
Performance）]：システムのパフォーマン
スが最適化されます。
• ADDDC のスペアリング: 適応可能な仮想
ロックステップは、ADDDC モードをサ
ポートするためにハードウェアおよび
ファームウェアで実装されるアルゴリズ
ムです。選択すると、アルゴリズムがア
クティブになるまでシステムのパフォー
マンスが最適化されます。このアルゴリ
ズムは、DRAM デバイスで障害が発生し
た場合にアクティブになります。アルゴ
リズムがアクティブになると、仮想ロッ
クステップ リージョンがアクティブにな
り、実行時に障害が発生したリージョン
が動的にマッピングされ、パフォーマン
スへの影響はリージョン レベルで制限さ
れます。
• [ミラー モード 1LM（Mirror Mode
1LM）]：システムのメモリの半分をバッ
クアップとして使用することにより、シ
ステムの信頼性が最適化されます。
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[電力/パフォーマンス（Power/Performance）] タブ

名前

説明

[4 G 以上の復号化（Above 4G Decoding）] ド 4 GB 以上の MMIO を有効または無効にしま
ロップダウン リスト
す。次のいずれかになります。
set MemoryMappedIOAbove4GB

• [Disabled]：サーバでは 64 ビット PCI デバ
イスの I/O を 4 GB 以上のアドレス空間に
マッピングしません。
• [Enabled]：サーバで 64 ビット PCI デバイ
スの I/O を 4 GB 以上のアドレス空間に
マッピングします。
（注）

PCI デバイスが 64 ビット対応でも、
レガシーなオプション ROM を使用
する場合は、この設定をイネーブル
にしても正しく機能しない場合があ
ります。

[DCPMM Firmware Downgrade (DCPMM
BIOS が DCPMM ファームウェアのダウング
ファームウェアのダウングレード)]ドロップダ レードをサポートしているかどうか。次のい
ウン リスト
ずれかになります。
set DCPMMFirmwareDowngrade

• [Disabled]：サポートはディセーブルに
なっています。
• [Enabled]：サポートはイネーブルになっ
ています。

[NUMA] ドロップダウン リスト
set NUMAOptimize

BIOS で Non-Uniform Memory Access（NUMA）
がサポートされているかどうか。次のいずれ
かになります。
• [Disabled]：サポートはディセーブルに
なっています。
• [Enabled]：サポートはイネーブルになっ
ています。

[電力/パフォーマンス（Power/Performance）] タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。
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表 7 : [電力/パフォーマンス（Power/Performance）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[Reboot Host Immediately]
チェックボックス

オンにすると、ホスト サーバが直ちに再起動されます。この
チェックボックスは、変更を保存してからオンにする必要が
あります。

[ハードウェア プリフェッチャ プロセッサで、インテル ハードウェア プリフェッチャが必要
（Hardware Prefetcher）] ドロッ に応じてデータおよび命令ストリームをメモリから取得し、
プダウン リスト
統合 2 次キャッシュに入れることを許可するかどうか。次の
いずれかになります。
set HardwarePrefetch
• [Disabled]：ハードウェア プリフェッチャは使用しませ
ん。
• [Enabled]：プロセッサで、キャッシュの問題が検出され
たときにプリフェッチャを使用します。
[隣接キャッシュ ライン プリ プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数また
フェッチャ（Adjacent Cache
は奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。次のいず
Line Prefetcher）] ドロップダウ れかになります。
ン リスト
• [Disabled]：プロセッサで必要な行のみを取得します。
set AdjacentCacheLinePrefetch
• [Enabled]：プロセッサで必要な行およびペアの行の両方
を取得します。
[DCU ストリーマ プリフェッ プロセッサで DCU IP プリフェッチ メカニズムを使用して履
チ（DCU Streamer Prefetch）] 歴キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ内
ドロップダウン リスト
で最も関連性の高い行をプリロードします。次のいずれかに
なります。
set DcuStreamerPrefetch
• [Disabled]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求を予測
しようとせず、明示的に要求された行のみを取得します。
• [Enabled]：DCU Prefetcher でキャッシュ読み取りパターン
を分析し、必要と判断した場合にキャッシュ内の次の行
を事前に取得します。
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名前

説明

[DCU IP プリフェッチャ（DCU プロセッサで DCU IP プリフェッチ メカニズムを使用して履
IP Prefetcher）] ドロップダウ 歴キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ内
ン リスト
で最も関連性の高い行をプリロードします。次のいずれかに
なります。
set DcuIpPrefetch
• [Disabled]：プロセッサでキャッシュ データをプリロード
しません。
• [Enabled]：DCU IP プリフェッチャで最も関連性が高いと
判断されたデータを含む L1 キャッシュをプリロードしま
す。
[CPU パフォーマンス（CPU 上記のオプションに対し CPU パフォーマンス プロファイルを
Performance）] ドロップダウン 設定します。次のいずれかになります。
リスト
• [Enterprise]：すべてのオプションがイネーブルです。
set CPUPerformance
• [HPC]：すべてのオプションが有効になります。 この設
定はハイ パフォーマンス コンピューティングとも呼ばれ
ます。
• [高スループット（Hight Throughput）]：DCU IP プリフェッ
チャのみが有効になります。残りのオプションは無効に
なります。
• [カスタム（Custom）]：パフォーマンス プロファイルの
すべてのオプションをサーバの BIOS セットアップから
設定できます。また、[ハードウェア プリフェッチャ
（Hardware Prefetcher）] オプションと [隣接キャッシュ ラ
イン プリフェッチャ（Adjacent Cache Line Prefetcher）] オ
プションも同様に設定できます。
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付録

B

複数のインターフェイスの BIOS トークン
名の比較
この付録は、次の項で構成されています。
• 複数のインターフェイスの BIOS トークン名の比較 （493 ページ）

複数のインターフェイスの BIOS トークン名の比較
次の表に、XML、CLI および Web GUI のインターフェイスで使用される BIOS トークン名を
示します。このリストは、これらのインターフェイスに名前をマッピングするために使用でき
ます。

（注）

使用可能なパラメータは、使用している Cisco UCS サーバのタイプによって異なります。
BIOS トーク
ン グループ

BIOS トークン
名

XML オブジェクト

CLI および Web GUI オブジェ
クト

Main

TPM Support

biosVfTPMSupport/

TPMAdminCtrl

vpTPMSupport
[Process
Intel(R)
biosVfIntelHyperThreadingTech/
Configuration] Hyper-Threading
vpIntelHyperThreadingTech
Technology
Number of
Enable Cores

biosVfCoreMultiProcessing/

IntelHyperThread

CoreMultiProcessing

vpCoreMultiProcessing

Execute Disable biosVfExecuteDisableBit/

ExecuteDisable

vpExecuteDisableBit
Intel(R) VT

biosVfIntelVirtualizationTechnology/ IntelVT
vpIntelVirtualizationTechnology
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BIOS トーク
ン グループ

BIOS トークン
名

XML オブジェクト

CLI および Web GUI オブジェ
クト

[Intel(R) VT-d]

biosVfIntelVTForDirectedIO/

IntelVTD

vpIntelVTForDirectedIO
[Intel(R) VT-d
Coherency
Support]

biosVfIntelVTForDirectedIO/

CoherencySupport

Intel(R) VT-d
ATS Support

biosVfIntelVTForDirectedIO/

CPU
Performance

biosVfCPUPerformance/

Hardware
Prefetcher

biosVfHardwarePrefetch/

Adjacent Cache
Line Prefetcher

biosVfAdjacentCacheLinePrefetch/ AdjacentCacheLinePrefetch

DCU Streamer
Prefetch

biosVfDCUPrefetch/

DCU IP
Prefetcher

biosVfDCUPrefetch/

Direct Cache
Access Support

biosVfDirectCacheAccess/

Power
Technology

biosVfCPUPowerManagement/

Enhanced Intel
Speedstep(R)
Technology

biosVfEnhancedIntelSpeedStepTech/ EnhancedIntelSpeedStep

Intel(R) Turbo
Boost
Technology

biosVfIntelTurboBoostTech/

vpIntelVTDCoherencySupport
ATS

vpIntelVTDATSSupport
CpuPerformanceProfile

vpCPUPerformance
HardwarePrefetch

vpHardwarePrefetch

vpAdjacentCacheLinePrefetch
DcuStreamerPrefetch

vvpStreamerPrefetch
DcuIpPrefetch

vpIPPrefetch
DirectCacheAccess

vpDirectCacheAccess
CPUPowerManagement

vpCPUPowerManagement

vpEnhancedIntelSpeedStepTech
IntelTurboBoostTech

vpIntelTurboBoostTech

Processor Power biosVfProcessorCState/
state C6
vpProcessorCState

ProcessorC6Report

Processor Power biosVfProcessorC1E/
state C1
vpProcessorC1E
Enhanced

ProcessorC1E
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BIOS トーク
ン グループ

BIOS トークン
名

XML オブジェクト

CLI および Web GUI オブジェ
クト

Frequency Floor biosVfCPUFrequencyFloor/
Override
vpCPUFrequencyFloor

CpuFreqFloor

P-STATE
Coordination

biosVfPStateCoordType/

PsdCoordType

Energy
Performance

biosVfCPUEnergyPerformance/

[Memory
Select Memory
Configuration] RAS

vpPStateCoordType
CpuEngPerfBias

vpCPUEnergyPerformance
biosVfSelectMemoryRASConfiguration/ SelectMemoryRAS
vpSelectMemoryRASConfiguration

DRAM Clock
Throttling

biosVfDRAMClockThrottling/

NUMA

biosVfNUMAOptimized/

DRAMClockThrottling

vpDRAMClockThrottling
NUMAOptimize

vpNUMAOptimized
Low Voltage
DDR Mode

biosVfLvDIMMSupport/

DRAM Refresh
rate

biosVfDramRefreshRate/

Channel
Interleaving

biosVfMemoryInterleave/

Rank
Interleaving

biosVfMemoryInterleave/

Patrol Scrub

biosVfPatrolScrub/

LvDDRMode

vpNUMAOptimized
DramRefreshRate

vpDramRefreshRate
ChannelInterLeave

vpChannelInterLeave
RankInterLeave

vpRankInterLeave
PatrolScrub

vpPatrolScrub
Demand Scrub

biosVfDemandScrub/

DemandScrub

vpDemandScrub
Altitude

biosVfAltitude/

Altitude

vpAltitude
[QPI
QPI Link
biosVfQPIConfig/
Configuration] Frequency Select
vpQPILinkFrequency
Cluster on Die

biosVfCODEnable/

QPILinkFrequency

CODEnable

vpCODEnable
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BIOS トーク
ン グループ

BIOS トークン
名

XML オブジェクト

CLI および Web GUI オブジェ
クト

Snoop Mode

biosVfEarlySnoop/

EarlySnoop

vpEarlySnoop
[SATA
SATA Mode
Configuration]
[Onboard
Storage]

サポート対象外

SATAMode

Onboard SCU
biosVfOnboardStorage/
Storage Support
vpOnboardSCUStorageSupport

DisableSCU

Onboard SCU
Storage SW
Stack

PchScuOromSelect

[USB
Legacy USB
Configuration] Support
Port 60/64
Emulation

biosVfOnboardStorageSWStack
vpOnboardSCUStorageSWStack
biosVfLegacyUSBSupport/

LegacyUSBSupport

vpLegacyUSBSupport
biosVfUSBEmulation/

UsbEmul6064

vpUSBEmul6064

All USB Devices biosVfUSBPortsConfig/

AllUsbDevices

vpAllUsbDevices
USB Port:Rear

biosVfUSBPortsConfig/

UsbPortRear

vpUsbPortRear
USB Port:Front

biosVfUSBPortsConfig/

UsbPortFront

vpUsbPortFront
USB
Port:Internal

biosVfUSBPortsConfig/

UsbPortInt

vpUsbPortInternal

USB Port:KVM biosVfUSBPortsConfig/

UsbPortKVM

vpUsbPortKVM
USB ポート：
Vmedia（USB
Port:Vmedia）

biosVfUSBPortsConfig/

USB Port:SD
Card

biosVfUSBPortsConfig/

xHCI Mode

biosVfPchUsb30Mode/

UsbPortVMedia

vpUsbPortVMedia
UsbPortSdCard

vpUsbPortSDCard
PchUsb30Mode

vpPchUsb30Mode
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BIOS トーク
ン グループ

BIOS トークン
名

[PCI
PCI ROM CLP
Configuration]

XML オブジェクト

CLI および Web GUI オブジェ
クト

サポート対象外

PciRomClp

4 GB を超える biosVfMemoryMappedIOAbove4GB/ MemoryMappedIOAbove4GB
MMIO（MMIO vpMemoryMappedIOAbove4GB
above 4GB）
ASPM Support

biosVfASPMSupport/

ASPMSupport

vpASPMSupport
VGA Priority

biosVfVgaPriority/

VgaPriority

vpVgaPriority
[Serial
Console
Configuration] Redirection
Terminal Type

biosVfConsoleRedirection/

ConsoleRedir

vpConsoleRedirection
biosVfConsoleRedirection/

TerminalType

vpTerminalType
Bits per second

biosVfConsoleRedirection/

BaudRate

vpBaudRate
Flow Control

biosVfConsoleRedirection/

FlowCtrl

vpFlowControl
Putty KeyPad

biosVfConsoleRedirection/

PuttyFunctionKeyPad

vpPuttyKeyPad
Redirection After biosVfConsoleRedirection/
BIOS POST
vpLegacyOSRedirection
[LOM and
PCH SATA
PCIe Slots
Mode
Configuration]

biosVfSataModeSelect/

RedirectionAfterPOST

SataModeSelect

vpSataModeSelect

All Onboard
LOM Ports

biosVfSataModeSelect/

LOM Port 0
OptionROM

biosVfLOMPortOptionROM/

LOM Port 1
OptionROM

biosVfLOMPortOptionROM/

AllLomPortControl

vpSataModeSelect
LomOpromControlPort0

vpLOMPort0State
LomOpromControlPort1

vpLOMPort1State
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BIOS トーク
ン グループ

BIOS トークン
名

XML オブジェクト

CLI および Web GUI オブジェ
クト

All PCIe Slots
OptionROM

biosVfPCIOptionROMs/

PcieOptionROMs

PCIe Slot:n
OptionROM

biosVfPCISlotOptionROMEnable/

PCIe メザニン
OptionROM
（PCIe
Mezzanine
OptionROM）

biosVfPCISlotOptionROMEnable/

vpPCIOptionROMs
PcieSlotnOptionROM

vpSlotnState
PcieMezzOptionROM

vpSlotMezzState

biosVfPCISlotOptionROMEnable/
PCIe スロッ
ト：1 リンク速 vpSlot1LinkSpeed
度（PCIe Slot:1
Link Speed）

PcieSlot1LinkSpeed

または
SIOC1 Link
Speed
biosVfPCISlotOptionROMEnable/
PCIe スロッ
ト：2 リンク速 vpSlot2LinkSpeed
度（PCIe Slot:2
Link Speed）

PcieSlot2LinkSpeed

または
SIOC2 Link
Speed
PCIe
Slot:MLOM
OptionROM

biosVfPCISlotOptionROMEnable/

PCIe Slot:HBA
OptionROM

biosVfPCISlotOptionROMEnable/

PCIe Slot:N1
OptionROM

biosVfPCISlotOptionROMEnable/

PCIe Slot:N2
OptionROM

biosVfPCISlotOptionROMEnable/

[Server
FRB-2 Timer
Management]

PcieSlotMLOMOptionROM

vpSlotMLOMState
PcieSlotHBAOptionROM

vpSlotHBAState
PcieSlotN1OptionROM

vpSlotN1State
PcieSlotN2OptionROM

vpSlotN2State
biosVfFRB2Enable/

FRB-2

vpFRB2Enable
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BIOS トーク
ン グループ

BIOS トークン
名

XML オブジェクト

CLI および Web GUI オブジェ
クト

OS Watchdog
Timer

biosVfOSBootWatchdogTimer/

OSBootWatchdogTimer

OS Watchdog
Timer Timeout

biosVfOSBootWatchdogTimerPolicy/ OSBootWatchdogTimerTimeout

OS Watchdog
Timer Policy

biosVfOSBootWatchdogTimerTimeOut/ OSBootWatchdogTimerPolicy

vpOSBootWatchdogTimer

vpOSBootWatchdogTimerPolicy

vpOSBootWatchdogTimerPolicy

Boot Order Rules biosVfUCSMBootOrderRuleControl/ UCSMBootOrderRule
vpUCSMBootOrderRule
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D

A

DIMM 77

Active Directory 138, 140
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F
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[Configure Bios Main] タブ

405, 434

FIP モード 184
イネーブル化

B
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J
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C
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CLI 4

184
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K
384
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