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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。WebUI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。
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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。（注）

•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。

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。

（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
スを表示するには、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。

（注）

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。
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重要 • C3260M4サーバは、WebUI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では、set boot-orderHDD,PXEコマンドを使用して設定でき
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。

高精度ブート順の設定

はじめる前に

サーバのブート順を設定するには、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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]タブの [BIOS]をクリックします。

[BIOS]ページが表示されます。

ステップ 4 [Actions]領域で、[Configure Boot Order]をクリックします。
ブート順の説明が示されたダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 この説明を確認してから、[OK]をクリックします。
[Configure Boot Order]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [Configure Boot Order]ダイアログボックスで、次のプロパティを更新します。
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説明名前

サーバのブートオプション。次のブートデバイスの1つ以上を
追加して、選択したデバイスのパラメータを設定できます。

• Add Local HDD

• Add PXE Boot

• Add SAN Boot

• Add iSCSI Boot

• Add SD Card

このオプションを使用できるのは一部の UCS C
シリーズサーバだけです。

（注）

• Add USB

• Add Virtual Media

• Add PCHStorage

• Add UEFISHELL

[Add Boot Device]テーブル

BIOSによるデバイスの可視性。Stateには、次のいずれかを指
定できます。

• [Enabled]：デバイスはブート順の設定で BIOSから認識で
きます。

• [Disabled]：デバイスはブート順の設定でBIOSから認識で
きません。

[Enable/Disable]ボタン

選択したデバイスの属性を変更します。[Modify]ボタン

[BootOrder]テーブルから選択したブート可能なデバイスを削除
します。

[Delete]ボタン

既存のデバイス設定を新しいデバイスにコピーします。[Clone]ボタン

最後に設定されたブート順の送信元が BIOSとして表示される
とき、ブート順の設定を BIOSに再適用します。

[Re-Apply]ボタン

選択したデバイスタイプを [Boot Order]テーブルで高いプライ
オリティに移動します。

[Move Up]ボタン

選択したデバイスタイプを [Boot Order]テーブルで低いプライ
オリティに移動します。

[Move Down]ボタン
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説明名前

このサーバがブートできるデバイスタイプが、ブートが試行さ

れる順に表示されます。

[Boot Order]テーブル

設定されているブート順に対する変更を保存するか、または以

前に設定したブート順を再適用します。

Cisco IMCは、そのサーが次に再起動されるときに、設定され
ているブート順を BIOSに送信します。

[Save Changes]ボタン

設定されたブート順の値をリセットします。[Reset Values]ボタン

変更を保存しないで、または既存の設定を再適用しないで、ダ

イアログボックスを閉じます。

このオプション選択すると、そのサーバが次に再起動されると

きに、実際のブート順は変更されません。

[Close]ボタン

ステップ 7 [Save Changes]をクリックします。
サーバに接続しているデバイスによっては、実際のブート順に追加のデバイスタイプが付加され

る場合があります。

次の作業

サーバを再起動して、新しいブート順でブートします。

ブートデバイスの管理

はじめる前に

デバイスタイプをサーバのブート順に追加するには、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 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [BIOS]タブをクリックします。

ステップ 4 [Action]領域の [Configure Boot Order]をクリックします。
ブート順の説明が示されたダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 この説明を確認してから、[OK]をクリックします。
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[Configure Boot Order]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [Configure Boot Order]ダイアログボックスで、[AddBoot Device]テーブルからブート順に追加する
デバイスを選択します。

ローカル HDDデバイスを追加するには、[Add Local HDD]をクリックし、次のパラメータを更新
します。

説明名前

デバイスの名前。

一旦作成すると、デバイスの名前を変更することはで

きません。

（注）

[Name]フィールド

BIOSによるデバイスの可視性。次のいずれかになります。

• [Enabled]：デバイスはブート順の設定で BIOSから認識で
きます。

• [Disabled]：デバイスはブート設定でBIOSから認識できま
せん。

[State]ドロップダウンリスト

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。

1から nの間の数字を入力します（nはデバイスの数）。

[Order]フィールド

デバイスが装着されているスロット。1～ 255の範囲の値、ま
たは「M」を入力します。

[Slot]フィールド

[Boot Order]テーブルにデバイスを追加します。[Add Device]ボタン

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存せ

ずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン

PXEデバイスを追加するには、[Add PXE]をクリックし、次のパラメータを更新します。

説明名前

デバイスの名前。

この名前は、デバイスの作成後は変更できません。

[Name]フィールド

BIOSによるデバイスの可視性。Stateには、次のいずれかを指
定できます。

• [Enabled]：デバイスはブート順の設定で BIOSから認識で
きます。

• [Disabled]：デバイスはブート順の設定でBIOSから認識で
きません。

[State]ドロップダウンリスト
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説明名前

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。

1から nの間の数字を入力します（nはデバイスの数）。

[Order]フィールド

デバイスが装着されているスロット。1～ 255の範囲の値を入
力します。

[Slot]フィールド

デバイスが装着されているスロットのポート。

0～ 255の数値を入力します。

[Port]フィールド

[Boot Order]テーブルにデバイスを追加します。[Add Device]ボタン

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存せ

ずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン

SANブートデバイスを追加するには、[Add SAN]をクリックし、次のパラメータを更新します。

説明名前

デバイスの名前。

この名前は、デバイスの作成後は変更できません。

[Name]フィールド

BIOSによるデバイスの可視性。Stateには、次のいずれかを指
定できます。

• [Enabled]：デバイスはブート順の設定で BIOSから認識で
きます。

• [Disabled]：デバイスはブート順の設定でBIOSから認識で
きません。

[State]ドロップダウンリスト

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。

1から nの間の数字を入力します（nはデバイスの数）。

[Order]フィールド

デバイスが装着されているスロット。1～ 255の範囲で値を入
力します。

[Slot]フィールド

デバイスが装着されているスロットの論理ユニット。

0～ 255の数値を入力します。

[LUN]フィールド

[Boot Order]テーブルにデバイスを追加します。[Add Device]ボタン
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説明名前

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存せ

ずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン

iSCSIブートデバイスを追加するには、[Add iSCSI]をクリックし、次のパラメータを更新します。

説明名前

デバイスの名前。

この名前は、デバイスの作成後は変更できません。

[Name]フィールド

BIOSによるデバイスの可視性。Stateには、次のいずれかを指
定できます。

• [Enabled]：デバイスはブート順の設定で BIOSから認識で
きます。

• [Disabled]：デバイスはブート順の設定でBIOSから認識で
きません。

[State]ドロップダウンリスト

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。

1から nの間の数字を入力します（nはデバイスの数）。

[Order]フィールド

デバイスが装着されているスロット。1～ 255の値または「L」
を入力します。

[Slot]フィールド

デバイスが装着されているスロットのポート。

0～ 255の範囲の数値を入力します。

VICカードの場合は、ポート番号ではなく vNICイン
スタンスを使用します。

（注）

[Port]フィールド

[Boot Order]テーブルにデバイスを追加します。[Add Device]ボタン

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存せ

ずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン

SDカードを追加するには、[Add SD Card]をクリックし、次のパラメータを更新します。

このオプションを使用できるのは一部の UCS Cシリーズサーバだけで
す。

（注）
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説明名前

デバイスの名前。

この名前は、デバイスの作成後は変更できません。

[Name]フィールド

BIOSによるデバイスの可視性。次のいずれかになります。

• [Enabled]：デバイスはブート順の設定で BIOSから認識で
きます。

• [Disabled]：デバイスはブート設定でBIOSから認識できま
せん。

[State]ドロップダウンリスト

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。

1から nの間の数字を入力します（nはデバイスの数）。

[Order]フィールド

[Boot Order]テーブルにデバイスを追加します。[Add Device]ボタン

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存せ

ずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン

USBデバイスを追加するには、[Add USB]をクリックし、次のパラメータを更新します。

説明名前

デバイスの名前。

この名前は、デバイスの作成後は変更できません。

[Name]フィールド

特定のデバイスタイプの下位のサブデバイスタイプ。次のいず

れかになります。

• [CD]

• [FDD]

• [HDD]

[SubType]ドロップダウンリス
ト

BIOSによるデバイスの可視性。次のいずれかになります。

• [Enabled]：デバイスはブート順の設定で BIOSから認識で
きます。

• [Disabled]：デバイスはブート順の設定でBIOSから認識で
きません。

[State]ドロップダウンリスト
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説明名前

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。

1から nの間の数字を入力します（nはデバイスの数）。

[Order]フィールド

[Boot Order]テーブルにデバイスを追加します。[Add Device]ボタン

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存せ

ずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン

仮想メディアを追加するには、[Virtual Media]をクリックし、次のパラメータを更新します。

説明名前

デバイスの名前。

この名前は、デバイスの作成後は変更できません。

[Name]フィールド

特定のデバイスタイプの下位のサブデバイスタイプ。これは、

次のいずれかになります。

• [VM Mapped DVD]

• [Cisco IMC Mapped DVD]

• [KVM Mapped HDD]

• [Cisco IMC Mapped HDD]

• [KVM Mapped FDD]

[SubType]ドロップダウンリス
ト

BIOSによるデバイスの可視性。Stateには、次のいずれかを指
定できます。

• [Enabled]：デバイスはブート順の設定で BIOSから認識で
きます。

• [Disabled]：デバイスはブート順の設定でBIOSから認識で
きません。

[State]ドロップダウンリスト

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。

1から nの間の数字を入力します（nはデバイスの数）。

[Order]フィールド

[Boot Order]テーブルにデバイスを追加します。[Add]ボタン

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存せ

ずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン
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PCHストレージデバイスを追加するには、[PCHStorage]をクリックし、次のパラメータを更新し
ます。

説明名前

デバイスの名前。

この名前は、デバイスの作成後は変更できません。

[Name]フィールド

BIOSによるデバイスの可視性。次のいずれかになります。

• [Enabled]：デバイスはブート順の設定で BIOSから認識で
きます。

• [Disabled]：デバイスはブート順の設定でBIOSから認識で
きません。

[State]ドロップダウンリスト

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。

1から nの間の数字を入力します（nはデバイスの数）。

[Order]フィールド

デバイスが装着されているスロットの論理ユニット。

• 0～ 255の範囲の値を入力します。

• AHCIモードの SATA：1～ 10の範囲の値を入力します

• SWRAIDモードの SATA：SATAの場合に 0、また 1を入
力します。

SATAモードを使用できるのは一部の UCS Cシリー
ズサーバだけです。

（注）

[LUN]フィールド

[Boot Order]テーブルにデバイスを追加します。[Add Device]ボタン

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存せ

ずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン

UEFIシェルデバイスを追加するには、[Add UEFI Shell]をクリックし、次のパラメータを更新し
ます。

説明名前

デバイスの名前。

この名前は、デバイスの作成後は変更できません。

[Name]フィールド
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説明名前

BIOSによるデバイスの可視性。Stateには、次のいずれかを指
定できます。

• [Enabled]：デバイスはブート順の設定で BIOSから認識で
きます。

• [Disabled]：デバイスはブート順の設定でBIOSから認識で
きません。

[State]ドロップダウンリスト

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。

1から nの間の数字を入力します（nはデバイスの数）。

[Order]フィールド

[Boot Order]テーブルにデバイスを追加します。[Add Device]ボタン

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存せ

ずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン

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。

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。

（注）
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また、サポートされていないアダプタを使用すると、Cisco IMCSEL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 .

重要

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。

種類コンポーネント

• Windows Server 2012

• Windows Server 2012 R2

サポートされている OS

• 8362デュアルポートアダプタ

• 2672デュアルポートアダプタ

QLogic PCIアダプタ

Fusion-io

• LSI MegaRAID SAS 9240-8i

• 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

• UCSC3X60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）

LSI
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UEFI セキュアブートのイネーブル化

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [BIOS]タブをクリックします。

ステップ 4 [Configure Boot Order]タブの [BIOS Properties]領域で、[UEFI Secure Boot]チェックボックスをオ
ンにします。

オンにすると、ブートモードが UEFIセキュアブートに設定されます。UEFIセキュア
ブートオプションがディセーブルになるまで [ConfigureBootMode]は変更できません。

（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。

ステップ 5 [Save Changes]をクリックします。

次の作業

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。

UEFI セキュアブートのディセーブル化

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [BIOS]タブをクリックします。

ステップ 4 [BIOS Properties]領域で、[UEFI Secure Boot]チェックボックスをオフにします。

ステップ 5 [Save Changes]をクリックします。

次の作業

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。
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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。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [BIOS]タブをクリックします。

ステップ 4 [BIOS]タブで [Configure Boot Order]タブをクリックします。
この領域には、Cisco IMCを介して設定されたブート順のデバイスと、サーバBIOSによって使用
される実際のブート順が表示されます。

[Configured Boot Devices]セクションには、Cisco IMCを介して設定されたブート順（[Basic]また
は [Advanced]）が表示されます。この設定が変更されると、次回そのサーバがブートしたときに、
Cisco IMCがこのブート順をBIOSに送信します。基本設定では、デバイスタイプのみを指定でき
ます。詳細設定では、スロット、ポート、LUNなどの特定のパラメータを使用してデバイスを設
定できます。

設定されたブート順を変更したり、以前に設定されたブート順を復元したりするには、管理者は

[ConfigureBootOrder]ボタンをクリックできます。これらの変更をただちに有効にするには、サー
バをリブートします。[BIOS]タブを更新することで、新しいブート順を確認できます。

この情報は、次回のサーバのブート時に BIOSにのみ送信されます。Cisco IMCは、設
定が変更されるまで、ブート順の情報を BIOSに再送信しません。

（注）

[Actual Boot Devices]セクションには、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が表示されます。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。手動による変更を上書きするには、Cisco IMC
を介して設定されたブート順を変更し、サーバをリブートします。

設定されたブート順を使用して新しいポリシーを作成すると、BIOSはこの新しいポリ
シーをシステムに存在するデバイス（複数の場合あり）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検出された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。

（注）
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電力ポリシーの設定

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。

はじめる前に

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [Power Policies]タブをクリックします。

ステップ 4 [Power Restore Policy]領域で、次のフィールドを更新します。

説明名前

予期しない電源損失後、シャーシ電源が復元されたときに実行

されるアクション。次のいずれかになります。

• [Power Off]：手動で再起動されるまで、サーバはオフのま
まです。

• [Power On]：電源が復元されたときに、サーバは通常どお
りに起動できます。サーバはただちに再起動できますが、

任意で一定の遅延またはランダムな遅延後に再起動するこ

ともできます。

• [Restore Last State]：サーバが再起動し、システムは電源損
失前に実行されていたプロセスの復元を試みます。

[Power Restore Policy]ドロップ
ダウンリスト

選択されたポリシーが [Power On]の場合、このオプションを使
用して再起動を遅らせることができます。次のいずれかになり

ます。

• [fixed]：サーバは一定の遅延後に再起動します。

• [random]：サーバはランダムな遅延後に再起動します。

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。

（注）

[Power Delay Type]ドロップダ
ウンリスト
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説明名前

固定遅延が選択されている場合、シャーシの電源が復元されて

Cisco IMCの再起動が完了したら、システムはサーバを再起動
する前に、指定された秒数だけ待機します。

0～ 240の整数を入力します。

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。

（注）

[Power Delay Value]フィールド

ステップ 5 [Save Changes]をクリックします。

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。

電力特性評価の実行

電力特性評価を実行できるのは、一部の Cisco UCS Cシリーズサーバのみです。

はじめる前に

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

ステップ 1 [Navigation]タブで、[Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]タブで、[Power Management]タブをクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで、[Power Cap Configuration]タブをクリックします。

ステップ 4 [Power Cap Configuration]タブで、[Run Power Characterization]リンクをクリックします。
現在の電源の状態に応じて、ホストの電源がオンにされるか、または再起動されるかを通知する

確認メッセージボックスが表示されます。メッセージを確認してから [OK]をクリックしてダイ
アログボックスを閉じます。
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[Status]フィールドで、電力特性評価の進行状況を確認できます。ステータスは、次のいずれかに
なります。

• [Not Run on One Server]：いずれかのサーバノードで電力特性評価のステータスが [Not Run]
となっている場合。

• [NotRun]：両方のサーバノードで電力特性評価のステータスが [NotRun]となっている場合。

• [Failed on One Server]：いずれかのサーバで電力特性評価のステータスが [Failed]となってい
る場合。

• [Completed Successfully]：両方のサーバノードで電力特性評価のステータスが [Completed
Successfully]となっている場合。

• [Running]：いずれかのサーバノードで電力特定評価のステータスが [Running]となっている
場合。

• [Failed]：両方のサーバノードで電力特性評価のステータスが [Failed]となっている場合。

電力特性評価の操作の実行後、プラットフォームの電力制限の範囲が最小および最大電力として

ワット単位で [Recommended Power Cap]領域に読み込まれます。

電力プロファイル

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。（注）

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、[PowerProfile]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
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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、WebUI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。

電力プロファイルをデフォルトにリセット

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。

はじめる前に

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

ステップ 1 [Navigation]タブで、[Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]タブで、[Power Management]タブをクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで、[Power Cap Configuration]タブをクリックします。

ステップ 4 [Power Cap Configuration]タブで、[Reset Profiles to Default]リンクをクリックします。
この操作により、すべての電力プロファイルの設定が工場出荷時のデフォルト値にリ

セットされ、パワーキャッピングが無効になります。

（注）

電力制限の設定

電力特性評価を有効にできるのは、一部の Cisco UCS Cシリーズサーバだけです。

はじめる前に

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

ステップ 1 [Navigation]タブで、[Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]タブで、[Power Management]タブをクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで、[Power Cap Configuration]タブをクリックします。

ステップ 4 [Chassis Power Characterization Details]領域で、次の情報を確認します。

説明名前

電力特性評価の進捗状況を表示します。次のい

ずれかになります。

• [Not Run onOne Server]：いずれかのサーバ
ノードで電力特性評価のステータスが [Not
Run]となっている場合。

• [Not Run]：両方のサーバノードで電力特
性評価のステータスが [Not Run]となって
いる場合。

• [Failed on One Server]：いずれかのサーバ
で電力特性評価のステータスが [Failed]と
なっている場合。

• [Completed Successfully]：両方のサーバ
ノードで電力特性評価のステータスが

[Completed Successfully]となっている場
合。

• [Running]：いずれかのサーバノードで電
力特定評価のステータスが [Running]と
なっている場合。

• [Failed]：両方のサーバノードで電力特性
評価のステータスが [Failed]となっている
場合。

[Chassis Power Characterization Status]フィールド
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説明名前

次の項目から構成されています。

• [Auto Profile Minimum]：[Auto Profile]を有
効にするためにユーザが割り当てるシャー

シ電力の最小値。

[Auto Profile Minimum]オプショ
ンは、両方のサーバノードが存

在する場合にのみ使用可能にな

ります。

（注）

• [Custom Profile Minimum]：[Custom Profile]
を有効にするためにユーザが割り当てる

シャーシ電力の最小値。

• [Maximum]：自動プロファイルとカスタム
プロファイルの両方に許容される最大値。

[Chassis Power Characterization Range]

ヘルプアイコンの上にカーソルを移動すると、

テーブルにサーバの電源詳細が表示されます。

[Server Power Details]

ステップ 5 [Power Capping and Profiles Configuration]領域で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

オンにすると、システムのパワーキャッピング

機能が有効になり、個々のパワーキャッピング

プロファイルのパラメータを選択し、設定する

ことができます。

無効にすると、[Power Profiles]領域で
個々のパワーキャッピングプロファ

イルの設定または変更ができません。

（注）

[Enable Power Capping]チェックボックス

ユーザがシャーシに割り当てる電力バジェット

（ワット数）。

[User Allocated Chassis Power]フィールド

シャーシが管理できる最大電力（ワット数）。

これは、管理可能なユーザ割り当てシャーシ電

力に含まれます。

[Chassis Manageable Power]フィールド

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。
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次の作業

個々の電力プロファイルを設定します。

自動電力プロファイルの設定

はじめる前に

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

ステップ 1 [Navigation]タブで、[Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]タブで、[Power Management]タブをクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで、[Power Cap Configuration]タブをクリックします。

ステップ 4 [Auto]タブで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

オンにすると、電力プロファイルの編集が可能

になります。

[Enable Profile]チェックボックス

オンにすると、通常の内部メカニズムに加え

て、プロセッサが電力制限を維持するために

CPUスロットリング状態（T-states）やメモリ帯
域幅スロットリングなどのより積極的な電力管

理メカニズムを使用するようになります。

[Allow Throttle]チェックボックス

次のいずれかになります。

• [Manual]：手動で優先順位をサーバノード
に割り当てる場合。優先するサーバはサー

バ 1またはサーバ 2のいずれかにできま
す。

• [Dynamic]：CMCがサーバ使用率に基づい
て優先サーバを動的に決定します。常に、

使用率が高いほうのサーバが優先サーバと

して選択されます。

[Priority Selection]ドロップダウンリスト

[Action]フィール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（秒単

位）。

有効範囲は 1～ 600秒です。

[Correction Time]フィールド
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説明名前

手動でサーバに優先順位を割り当てるオプショ

ンを選択します。次のいずれかになります。

• Server 1

• Server 2

このオプションは、[Priority Selection]
ドロップダウンリストから [Manual]
を選択した場合に有効になります。

（注）

[Priority Server]ドロップダウンリスト

指定した電力制限が修正用時間内に維持されな

い場合に実行されるアクション。

• [Alert]：Cisco IMC SELにイベントを記録
します。

• [Alert and Shutdown]：イベントをCisco IMC
SELに記録し、ホストをグレースフル
シャットダウンします。

[Exception Action]ドロップダウンリスト

自動プロファイルでサーバ 1およびサーバ 2に
割り当てられているパワーキャップ制限が表示

されます。

[Power Limit]フィールド

Server 1

Server 2

ステップ 5 [Suspend Period]領域で [Configure]リンクをクリックし、パワーキャッピングプロファイルを非
アクティブにする期間を設定します。

次の作業

カスタム電力プロファイルを設定します。

カスタム電力プロファイルの設定

はじめる前に

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

ステップ 1 [Navigation]タブで、[Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]タブで、[Power Management]タブをクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで、[Power Cap Configuration]タブをクリックします。

ステップ 4 [Custom]タブで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

カスタム電力プロファイルを有効にするコン

ポーネント。

[Component]フィールド

オンにすると、電力プロファイルの編集が可能

になります。

[Enabled]チェックボックス

ツールチップで提案されている範囲の値を入力

します。

[Power Limit]フィールド

指定した電力制限が修正用時間内に維持されな

い場合に実行されるアクション。

• [Alert]：Cisco IMC SELにイベントを記録
します。

• [Alert and Shutdown]：イベントをCisco IMC
SELに記録し、ホストをグレースフル
シャットダウンします。

[Exception Action]ドロップダウンリスト

[Action]フィール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（秒単

位）。

有効範囲は 1～ 600秒です。

[Correction Time]フィールド

通常の内部メカニズムに加えて、電力制限を維

持するために CPUスロットリング状態
（T-states）やメモリ帯域幅スロットリングなど
のより積極的な電力管理メカニズムを使用する

ようプロセッサに強制します。

[Allow Throttling]フィールド

期間を選択し、その期間中パワーキャッピング

を中断できます。

[Suspend Period]フィールド
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次の作業

温度による電力プロファイルを設定します。

温度による電力プロファイルの設定

はじめる前に

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

ステップ 1 [Navigation]タブで、[Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]タブで、[Power Management]タブをクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで、[Power Cap Configuration]タブをクリックします。

ステップ 4 [Thermal]タブで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

温度による電力プロファイルを有効にするコン

ポーネント。

[Component]フィールド

編集用に電力プロファイルを有効にします。[Enabled]フィールド

温度値を入力します。この値を超えると、温度

によるプロファイルが適用されます。有効な範

囲は 1～ 40です。

[Temperature]フィールド

特定のサーバの最小パワーキャップ制限が表示

されます。

[Power Limit]フィールド

電力モニタリングの概要の表示

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。
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手順

ステップ 1 [Navigation]タブで、[Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]タブで、[Power Management]タブをクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで、[Power Monitoring]タブをクリックします。

ステップ 4 [Power Monitoring Summary]領域で、シャーシに関する次の情報を確認します。
次の表に、最後にリブートされてからシャーシとそのコンポーネントによって消費された電力が

記載されています。

説明名前

Cisco IMCが最後にリブートまたは電源投入されてから経過し
た、シャーシの消費電力モニタリング期間。

モニタリング期間は、Day HH:MM:SSの形式で表示されます。

Monitoring Period

現在シャーシによって使用されている電力（ワット単位）。Current

最後にリブートされてからシャーシが使用した最小ワット数。Minimum

最後にリブートされてからシャーシが使用した最大ワット数。Maximum

定義された期間にわたってシャーシが使用した平均電力量。Average

ステップ 5 [Power Monitoring Summary]領域で、サーバに関する次の情報を確認します。

説明名前

最後にリブートまたは電源投入されてから経過した、サーバの

消費電力モニタリング期間。

モニタリング期間は、Day HH:MM:SSの形式で表示されます。

Monitoring Period

[Platform]電力概要

サーバ、CPU、およびメモリによって現在使用されている電力
（ワット単位）。

Current

モニタリング期間中にサーバ、CPU、およびメモリが使用した
最小ワット数。

Minimum

モニタリング期間中にサーバ、CPU、およびメモリが使用した
最大ワット数。

Maximum

モニタリング期間中にサーバ、CPU、およびメモリが使用した
平均電力量。

Average
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説明名前

[CPU]電力概要

現在 CPUによって使用されている電力（ワット単位）。Current

最後にリブートされてから CPUが使用した最小ワット数。Minimum

最後にリブートされてから CPUが使用した最大ワット数。Maximum

定義された期間にわたってサーバ、CPU、およびメモリが使用
した平均電力量。

Average

[Memory]電力概要

現在メモリによって使用されている電力（ワット単位）。Current

最後にリブートされてからメモリが使用した最小ワット数。Minimum

最後にリブートされてからメモリが使用した最大ワット数。Maximum

定義された期間にわたってメモリが使用した平均電力量。Average

ステップ 6 [ChartProperties]領域で、グラフ、コンポーネントを確認および更新し、消費電力の詳細を表示し
ます。

説明名前

選択した期間にわたる電力消費を確認するコン

ポーネント。次のいずれかになります。

• Chassis

• Server 1

• Server 2

[Component]ドロップダウンリスト
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説明名前

サーバのドメインに固有の情報を表示できま

す。次のいずれかになります。

• All

• Platform

• CPU

• Memory

このオプションは、[Component]ド
ロップダウンリストから [Server 1]ま
たは [Server 2]を選択した場合にのみ
有効になります。

（注）

[Domain]ドロップダウンリスト

選択した期間のすべてのサーバから電力消費の

傾向を収集することができます。次のいずれか

になります。

• [Last One Hour]：過去 1時間のグラフを作
成します。

• [Last One Day]：過去 1日のグラフを作成
します。

• [Last OneWeek]：過去 1週間のグラフを作
成します。

[Chart]ドロップダウンリスト

選択した期間中に選択したコンポーネントが消

費した電力が表示されます。

[Plot]ボタン

電力モニタリングの概要をグラフビューとテー

ブルビューのどちらで表示するかを選択しま

す。

[Chart/Table View]（カーソルを重ねると表示さ
れます）

表示するグラフのタイプを選択します。次のい

ずれかを選択できます。

• [Column Chart]：電力モニタリングデータ
が縦棒グラフで表示されます。

• [Line Chart]：電力モニタリングデータが
折れ線グラフで表示されます。

[Chart Type]（カーソルを重ねると表示されま
す）

オンにすると、選択した期間に選択したコン

ポーネントが消費した現在の電力がグラフに表

示されます。

[Current]チェックボックス
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説明名前

オンにすると、選択した期間に選択したコン

ポーネントが消費した平均電力量がグラフに表

示されます。

[Average]チェックボックス

オンにすると、選択した期間に選択したコン

ポーネントが消費した最大ワット数がグラフに

表示されます。

[Maximum]チェックボックス

オンにすると、選択した期間に選択したコン

ポーネントが消費した最少ワット数がグラフに

表示されます。

[Minimum]チェックボックス

グラフプロパティの設定

手順

ステップ 1 [Navigation]タブで、[Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]タブで、[Power Management]タブをクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで、[Power Monitoring]タブをクリックします。

ステップ 4 [Chart Properties]領域で [Chart Settings]アイコンをクリックし、次のフィールドに値を設定しま
す。

説明名前

オンにすると、範囲フィルタの内容が表示されます。[Show Range Filter]チェック
ボックス

オンにすると、電力モニタリングの概要にX軸ラベルが表示さ
れます。

[Show X Axis Labels]チェック
ボックス

オンにすると、電力モニタリングの概要にY軸ラベルが表示さ
れます。

[Show Y Axis Labels]チェック
ボックス

オンにすると、X軸とY軸のデータにマーカが表示されます。[ShowMarkers]チェックボック
ス

間隔値（ワット数）を選択します。デフォルト値は 20です。[Y-Axis Interval Value]フィール
ド（1～ 1020）
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電力読み取りグラフには、選択した期間の各種コンポーネントの電力消費値が示されます。これ

らの電力消費値は、ホストの電源がオンになった時刻からキャプチャされます。電力プロファイ

ルを有効にすると、電力制限が赤い線でグラフに示されます。このプロットを使用して、システ

ムの電力消費の傾向を判断できます。特定のドメインの設定された電力上限値を表示するには、

これらの傾向線の上にマウスを移動します。

これらの傾向線は、プロファイルが [Power Cap Configuration]タブで無効になっている
場合は表示されません。

（注）

ステップ 5 [Save Changes]をクリックします。

電力統計情報とサーバ使用率データのダウンロード

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。

はじめる前に

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]タブで、[Power Management]をクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで、[Power Monitoring]タブをクリックします。

ステップ 4 [Power Monitoring]タブで、[Download Power Statistics and Server Utilization Data]をクリックしま
す。

ファイルはローカルダウンロードフォルダにダウンロードされます。

すでにダウンロードされている統計情報ファイルのファイルサイズが 256 KB未満の場
合に、ダウンロードを行うと、別のファイルのセット（電力統計情報用のファイルとホ

ストサーバ使用率用のファイル）がダウンロードされます。既存のファイルのサイズ

が 256 KBを超えると、次のファイルのセットが既存のファイルを上書きします。

（注）

DIMM のブラックリスト化の設定

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
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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。

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。

DIMMは、修正可能なエラー16000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。

（注）

DIMM のブラックリストのイネーブル化

はじめる前に

•管理者としてログインする必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 4 [Memory]ペインの [DIMM Black Listing]領域で、[Enable DIMM Black List]チェックボックスをオ
ンにします。

BIOS の設定

主要な BIOS の設定

はじめる前に

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [BIOS]タブをクリックします。

ステップ 4 [Actions]領域で [Configure BIOS]をクリックします。
ステップ 5 ダイアログボックスで、[Main]タブをクリックします。
ステップ 6 変更を保存した後でサーバをリブートする必要があるかどうかを指定します。

[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によってサーバがただちにリブートされて、変更が
適用されます。

変更内容を後で適用するには、[RebootHost Immediately]チェックボックスをオフにします。Cisco
IMCによって変更が保存され、次回サーバがリブートするときに適用されます。

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。

（注）

ステップ 7 [Main]タブで、[TPMSupport]を有効にするか無効にするかを選択し、次のオプションを含むBIOS
設定フィールドを更新します。

説明名前

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。

[Save]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。

[Reset]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。

[Restore Defaults]ボタン

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。
重要

BIOS の詳細設定

搭載されているハードウェアによっては、このトピックで説明されている一部の設定オプショ

ンが表示されない場合があります。

（注）
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はじめる前に

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [BIOS]タブをクリックします。

ステップ 4 [Actions]領域で [Configure BIOS]をクリックします。
ステップ 5 ダイアログボックスで、[Advanced]タブをクリックします。
ステップ 6 変更を保存した後でサーバをリブートする必要があるかどうかを指定します。

[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によってサーバがただちにリブートされて、変更が
適用されます。

変更内容を後で適用するには、[RebootHost Immediately]チェックボックスをオフにします。Cisco
IMCによって変更が保存され、次回サーバがリブートするときに適用されます。

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。

（注）

ステップ 7 [Advanced]タブの [Processor Configuration]領域で、次のフィールドを更新します。

説明名前

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology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。

• [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。

[Intel Hyper-Threading Technology]
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説明名前

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]～ [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。

[Number of Enabled Cores]

アプリケーションコードを実行できる場所を指定するた

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。

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]

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。

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。

（注）

[Intel VT]
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説明名前

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 VT-d]

プロセッサで Intel VT-dCoherencyをサポートするかどう
か。次のいずれかになります。

• [Disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートし
ません。

• [Enabled]：プロセッサでVT-dCoherencyを必要に応
じて使用します。

[Intel VT-d Coherency Support]

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。

[Intel VT-d ATS Support]
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説明名前

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]：DCU IPPrefetcherのみがイネーブ
ルです。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イネーブルです。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。

[CPU Performance]

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。

• [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。

[Hardware Prefetcher]
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説明名前

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。

次のいずれかになります。

• [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。

[Adjacent Cache Line Prefetcher]

プロセッサでDCU IPPrefetchメカニズムを使用して履歴
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す。次のいず

れかになります。

• [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 Streamer Prefetch]

プロセッサでDCU IPPrefetchメカニズムを使用して履歴
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 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。

[DCU IP Prefetcher]

プロセッサで、データを I/Oデバイスから直接プロセッ
サキャッシュに入れることにより、I/Oパフォーマンス
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。

[Direct Cache Access Support]
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説明名前

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。

• [EnergyEfficient]：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。

[Power Technology]

プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology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。

[Power Technology]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。

（注）

[Enhanced Intel Speedstep Technology]
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説明名前

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology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。

[Power Technology]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。

（注）

[Intel Turbo Boost Technology]

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。

[Power Technology]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。

（注）

[Processor Power State C6]

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。

[Processor Power State C1 Enhanced]
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説明名前

アイドル時に、CPUがターボを除く最大周波数よりも低
い周波数にできるようにするかどうか。次のいずれかに

なります。

• [Disabled]：アイドル中に CPUをターボを除く最大
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]：アイドル中に CPUをターボを除く最大
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。

[Frequency Floor Override]

BIOSがオペレーティングシステムに P-stateサポートモ
デルを通信する方法を定義できます。Advanced
Configuration and Power Interface（ACPI）仕様で定義され
る 3つのモデルがあります。

• [HW_ALL]：プロセッサハードウェアが、依存性の
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]：OSPowerManager（OSPM）が、依存性
の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）が、依存
性の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する場合

があります。

[Power Technology]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。

（注）

[P-STATE Coordination]
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説明名前

システムパフォーマンスまたはエネルギー効率がこの

サーバで重要かどうかを判断できます。次のいずれかに

なります。

• Balanced Energy

• Balanced Performance

• Energy Efficient

• Performance

[Energy Performance]

ステップ 8 [Memory Configuration]領域で、次のフィールドを更新します。

説明名前

サーバに対するメモリの Reliability, Availability, and
Serviceability（RAS）の設定方法。次のいずれかになり
ます。

• [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

ドをイネーブルにして、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。

[Select Memory RAS]
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説明名前

メモリ帯域幅と消費電力に関してシステム設定を調整で

きます。次のいずれかになります。

• [Balanced]：DRAMクロックスロットリングを低下
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は
ディセーブルです。追加の電力をかけてメモリ帯域

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。

[DRAM Clock Throttling]

BIOSで Non-UniformMemory 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。
このオプションをイネーブルにした場合は、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

ンターリーブをディセーブルにする必要がありま

す。

[NUMA]

低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで優

先するか。次のいずれかになります。

• [Power SavingMode][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。

• [PerformanceMode][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。

[Low Voltage DDR Mode]
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説明名前

DRAMセルをリフレッシュするレートを設定できます。
次のいずれかになります。

• [1x]：DRAMセルは、64ミリ秒ごとにリフレッシュ
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、このパラメータに推奨される設定

です。

[DRAM Refresh rate]

CPUで、同時読み取り処理を可能にするために、メモリ
ブロックを分割し、データの隣接する部分をインター

リーブされたチャネル間で分散するかどうか。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。

• [1 Way]：何らかのチャネルインターリーブが使用
されます。

• [2 Way]

• [3 Way]

• [4 Way]：最大のチャネルインターリーブが使用さ
れます。

[Channel Interleaving
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説明名前

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。

• [1 Way]：何らかのランクインターリーブが使用さ
れます。

• [2 Way]

• [4 Way]

• [8 Way]：最大量のランクインターリーブが使用さ
れます。

[Rank Interleaving]

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。

[Patrol Scrub]

CPUまたは I/Oが読み取りを要求した場合に検出された
1ビットのメモリエラーを、システムが修正するかどう
か。次のいずれかになります。

• [Disabled]：1ビットメモリエラーは修正されませ
ん。

• [Enabled]：1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、読み取り要求に対す

る応答に設定されます。

[Demand Scrub]
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説明名前

物理サーバがインストールされているおおよその海抜

（m）。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。

• [300 M]：サーバは海抜約 300メートルの位置にあ
ります。

• [900 M]：サーバは海抜約 900メートルの位置にあ
ります。

• [1500 M]：サーバは海抜約 1500メートルの位置に
あります。

• [3000 M]：サーバは海抜約 3000メートルの位置に
あります。

[Altitude]

ステップ 9 [QPI Configuration]領域で、次のフィールドを更新します。

説明名前

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。

• [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 Link Frequency Select]

ステップ 10 [SATA Configuration]領域で、次のフィールドを更新します。

説明名前

Serial Advanced Technology Attachment（SATA）
ソリッドステートドライブ（SSD）の動作モー
ド。

• [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。

• [AHCIMode]：デフォルトモードです。ド
ライブは、新しい標準であるAdvanceHost
Controller Interface（AHCI）に基づいて動
作します。

[SATA Mode]
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ステップ 11 [USB Configuration]領域で、次のフィールドを更新します。

説明名前

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。

• [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。

[Legacy USB Support]

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。

[Port 60/64 Emulation]

すべての物理および仮想USBデバイスがイネーブルであるか、
ディセーブルであるか。次のいずれかになります。

• [Disabled]：すべての USBデバイスがディセーブルです。

• [Enabled]：すべての USBデバイスがイネーブルです。

[All USB Devices]

背面パネルのUSBデバイスがイネーブルかディセーブルか。次
のいずれかになります。

• [Disabled]：背面パネルの USBポートをディセーブルにし
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ポートをイネーブルにしま
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: Rear]
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説明名前

内部USBデバイスがイネーブルかディセーブルか。次のいずれ
かになります。

• [Disabled]：内部 USBポートをディセーブルにします。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ポートをイネーブルにします。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]

KVMポートがイネーブルかディセーブルか。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ディ
セーブルにします。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イ
ネーブルにします。

[USB Port: KVM]

仮想メディアデバイスがイネーブルかディセーブルか。次のい

ずれかになります。

• [Disabled]：vMediaデバイスをディセーブルにします。

• [Enabled]：vMediaデバイスをイネーブルにします。

[USB Port: vMedia]

ステップ 12 [PCI Configuration]領域で、次のフィールドを更新します。

説明名前

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。デフォルト設定は、ディセーブルです。

• [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。

[PCI ROM CLP]
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説明名前

BIOSでの ASPM（アクティブ電源状態管理）サポート
のレベルを設定できます。次のいずれかになります。

• [Disabled]：ASPMサポートは、BIOSでディセーブ
ルです。

• [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。

[ASPM Support]

ステップ 13 [Serial Configuration]領域で、次のフィールドを更新します。

説明名前

Windows緊急管理サービスに使用可能な 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。

• [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。

[Out-of-Band Mgmt Port]

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。BIOSのブー
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
クションをイネーブルにします。

• [COM 1]：POST中にCOMポート 1でコンソールリダイレ
クションをイネーブルにします。

[Console Redirection]
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説明名前

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。

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。

（注）

[Terminal Type]

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]をディセーブルにした場合は、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。

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。

（注）

[Bits per second]

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。

• [HardwareRTS/CTS]：フロー制御にRTS/CTS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。

（注）

[Flow Control]
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説明名前

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が ESCOP～ ESCO[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
が 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が ESC [M～ ESC
[Xを生成します。ファンクションおよび Shiftキーが ESC
[Y～ESC[jを生成します。Ctrlおよびファンクションキー
が ESC [k～ ESC [vを生成します。Shift、Ctrlおよびファ
ンクションキーが 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

ンキーが 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が ESC OP～ ESC
OSを生成します。

[Putty KeyPad]

BIOSPOST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。

[Redirection After BIOS POST]

ステップ 14 [LOM and PCIe Slots Configuration]領域で、次のフィールドを更新します。
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説明名前

イーサネットネットワークの命名規則がConsistentDeviceNaming
（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。

• [Disabled]：VICカードの CDNサポートがディセーブルに
なります。

• [Enabled]：VICカードの CDNサポートがイネーブルにな
ります。

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。

（注）

[CDN Support for VIC

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。

[All PCIe Slots 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。

• [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 Slot:n OptionROM]
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説明名前

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。

• [LegacyOnly]：拡張スロットMはレガシーにのみ使用でき
ます。

[PCIe Mezzanine OptionROM]

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。

[SIOC1 Link Speed]

System IO Controller 2（SIOC2）アドオンスロット 2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。

[SIOC2 Link Speed]
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説明名前

リンク速度を拡張（メザニン）します。次のいずれかになりま

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]：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 Link Speed]

set PcieSlotMLinkSpeed

ステップ 15 フィールドを更新したら、次の操作を実行します。

説明名前

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。

[Save]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。

[Reset]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。

[Restore Defaults]ボタン

サーバ管理 BIOS の設定

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [BIOS]タブをクリックします。

ステップ 4 変更を保存した後でサーバをリブートする必要があるかどうかを指定します。

[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によってサーバがただちにリブートされて、変更が
適用されます。
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変更内容を後で適用するには、[RebootHost Immediately]チェックボックスをオフにします。Cisco
IMCによって変更が保存され、次回サーバがリブートするときに適用されます。

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。

（注）

ステップ 5 [Server Management]ペインで、次のフィールドを更新します。

説明名前

POST中にシステムが停止した場合に、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。

• [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。

[FRB-2 Timer]

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。

• [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
された時間内にブートしない場合、Cisco IMCはエ
ラーをログに記録し、[OS Boot Watchdog Policy]
フィールドに指定されたアクションを実行します。

[OS Watchdog Timer]
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説明名前

OSが指定された時間内にブートしない場合、OSウォッ
チドッグタイマーの期限が切れ、システムはタイマー

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。

• [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。

• [10Minutes]：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。

• [15Minutes]：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。

• [20Minutes]：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。

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。

（注）

[OS Watchdog Timer Timeout]

ウォッチドッグタイマーが切れた場合にシステムで実行

されるアクション。次のいずれかになります。

• [DoNothing]：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、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。

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。

（注）

[OS Watchdog Timer Policy]

ステップ 6 次のオプションを使用してアクションを完了します。

説明名前

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。

[Save]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。

[Reset]ボタン
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説明名前

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。

[Restore Defaults]ボタン

BIOS セットアップの開始

はじめる前に

•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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [BIOS]タブをクリックします。

ステップ 4 [Actions]領域で、[Enter BIOS Setup]をクリックします。

ステップ 5 [Enable]をクリックします。
BIOSセットアップの開始が有効になります。再起動すると、サーバは BIOSセットアップを開始
します。

BIOS CMOS のクリア

はじめる前に

•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。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [BIOS]タブをクリックします。

ステップ 4 [Actions]領域の [Clear BIOS CMOS]をクリックします。

ステップ 5 [OK]をクリックして確定します。
BIOS CMOSをクリアします。

BIOS の製造元カスタム設定の復元

はじめる前に

•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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューの [Server 1]または [Server 2]をクリックします。
ステップ 3 [Server]ペインの [BIOS]タブをクリックします。

ステップ 4 [Actions]領域で、[Restore Manufacturing Custom Settings]をクリックします。

ステップ 5 [OK]をクリックして確定します。

PID カタログのアップロード
はじめる前に

PIDカタログ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。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]タブをクリックします。
ステップ 2 [Admin]タブの [Utilities]をクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで [Upload PID Catalog]リンクをクリックします。

[Upload PID Catalog]ダイアログボックスが表示されます。

カタログファイルが保管されている場所に応じて、次のいずれかのオプションを選択します。

ステップ 4 [Upload PID Catalog from Local File]ダイアログボックスで [Browse]をクリックし、[Choose File to
Upload]ダイアログボックスを使用してアップロード対象のカタログファイルを選択します。

説明名前

アップロードする PIDカタログファイル。[File]フィールド

該当するファイルに移動するためのダイアログボックスが表示

されます。

[Browse]ボタン

ステップ 5 [Upload PID Catalog from Remote Server]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力しま
す。

説明名前

リモートサーバのタイプ。次のいずれかになり

ます。

• TFTP

• FTP

• SFTP

• SCP

• HTTP

[Upload PID Catalog from Remote Server]ドロッ
プダウンリスト

PIDカタログ情報を有効にするサーバの IPアド
レスまたはホスト名。[Upload PID Catalog from
Remote Server]ドロップダウンリストの設定に
よって、フィールド名は異なる場合がありま

す。

[Server IP/Hostname]フィールド

リモートサーバ上のカタログファイルのパス

およびファイル名。

[Path and Filename]フィールド

リモートサーバのユーザ名。[Username]フィールド
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説明名前

リモートサーバのパスワード。[Password]フィールド

選択した PIDカタログがアップロードされま
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?」というメッセージととも
にポップアップウィンドウが表示さ

れます。サーバフィンガープリント

の信頼性に応じて、[Yes]または [No]
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）

[Upload]ボタン

サーバに保存されたファームウェアバージョン

を変更せずにウィザードを終了します。

[Cancel]ボタン

PID カタログの有効化
はじめる前に

PIDカタログを有効にするには、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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Admin]タブをクリックします。
ステップ 2 [Admin]タブの [Utilities]をクリックします。
ステップ 3 [Work]ペインで [Activate PID Catalog]リンクをクリックします。

[Activate PID Catalog]ダイアログボックスが表示されます。次のフィールドに入力します。

説明名前

オンにすると、PIDカタログをアクティブにするサーバ（複数
可）を選択できます。

[Server]チェックボックス
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説明名前

クリックすると、選択したサーバに対して PIDカタログを有効
にするかどうかを尋ねるダイアログボックスが開きます。有効

にするには [OK]をクリックします。

[Activate]ボタン

変更を適用せずにダイアログボックスを閉じます。[Cancel]ボタン

初めてシステムにログインしている場合は、[Activate PID Catalog]リンクは無効になっ
ています。PIDカタログをサーバにアップロードすると、このリンクが有効になりま
す。PIDファイルをアップロードした後はリンクが有効な状態で維持されるので、PID
を何度でもアクティブにすることができます。

（注）
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