サーバの管理
この章は、次の項で構成されています。
• サーバのブート順の管理 （1 ページ）
• 電力ポリシーの設定 （16 ページ）
• DIMM のブラックリスト化の設定 （31 ページ）
• BIOS の設定 （32 ページ）
• BIOS プロファイル （37 ページ）

サーバのブート順の管理
Server Boot Order
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は設定していないデバイスを追加
した。
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（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 [実際のブート順（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 [実際のブート
順（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、以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 [設定済みブート順（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、サーバの最後のレガシー
ブート順が保持され、それを [実際のブート順（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 によるレガシー ブート順序設定と高精度ブート順
序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 デバイスが無効になります。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。
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高精度ブート順の設定
始める前に
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 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [Compute] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 [BIOS] タブで [ブート順の設定（Configure Boot Order）] タブをクリックします。
ステップ 4 [BIOS のプロパティ（BIOS Properties）] 領域で、[ブート順の設定（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 [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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名前

説明

[ブート デバイスの追加（Add 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
Boot Device）] テーブル
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。
（注）

可能性のあるすべてのブート デバイスを次に示しま
す。実際に表示されるデバイスは、使用している C
シリーズ サーバのタイプによって異なります。

• ローカル HDD の追加（Add Local HDD）
• PXE ブートの追加（Add PXE Boot）
• SAN ブートの追加（Add SAN Boot）
• iSCSI ブートの追加（Add iSCSI Boot）
• [SD カードの追加（Add SD Card）]
（注）

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。

• USB の追加（Add USB）
• 仮想メディアの追加（Add Virtual Media）
• PCH ストレージの追加
• UEFI SHELL の追加
• NVME の追加
• ローカル CDD の追加
[有効/無効（Enable/Disable）] BIOS によるデバイスの可視性。状態は次のいずれかになりま
ボタン
す。
• [有効（Enabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS か
ら認識できます。
• [無効（Disabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS
から認識できません。
[変更（Modify）] ボタン

選択したデバイスの属性を変更します。

[削除（Delete）] ボタン

[ブート順序（Boot Order）] 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。

[閉じる（Clone）] 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。

[再適用（Re-Apply）] 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。
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名前

説明

[上へ移動（Move Up）] ボタン 選択したデバイス タイプを [ブート順序（Boot Order）] テー
ブルで高いプライオリティに移動します。
[下へ移動（Move Down）] ボ 選択したデバイス タイプを [ブート順序（Boot Order）] テー
タン
ブルで低いプライオリティに移動します。
[ブート順序（Boot Order）]
テーブル

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。

[変更を保存（Save Changes）] 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
ボタン
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。
[値のリセット（Reset Values）] 設定されたブート順の値をリセットします。
ボタン
[閉じる（Close）] 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。

ステップ 6 [変更の保存（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 デバイスの管理
始める前に
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 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
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ステップ 2 [Compute] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 [BIOS] タブで [ブート順の設定（Configure Boot Order）] タブをクリックします。
ステップ 4 [BIOS のプロパティ（BIOS Properties）] 領域で、[ブート順の設定（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 [ブート順の設定（Configure Boot Order）] ダイアログボックスで、[ブート デバイスの追加（Add
Boot 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、[ローカル HDD の追加（Add Local HDD）] をクリッ
クし、次のパラメータを更新します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

デバイスの名前。
（注）

[状態（State）] ドロップダウ
ン リスト

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。

BIOS によるデバイスの可視性。次のいずれかになります。
• [有効（Enabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS か
ら認識できます。
• [無効（Disabled）]：デバイスはブート設定で BIOS から
認識できません。

[順序] フィールド

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）。

[スロット（Slot）] 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。
[デバイスの追加（Add
Device）] ボタン

[ブート順序（Boot Order）] テーブルにデバイスを追加しま
す。

[キャンセル（Cancel）] 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。
PXE デバイスを追加するには、[PXE の追加（Add PXE）] をクリックし、次のパラメータを更
新します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

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。
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名前

説明

[状態（State）] ドロップダウ
ン リスト

BIOS によるデバイスの可視性。状態は次のいずれかになりま
す。
• [有効（Enabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS か
ら認識できます。
• [無効（Disabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS
から認識できません。

[順序] フィールド

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）。

[スロット（Slot）] 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。
MAC アドレス

サーバの MAC アドレス。
（注）

[ポート（Port）] フィールド

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。

デバイスが装着されているスロットのポート。
0 ～ 255 の範囲内の数を入力してください。

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

説明

[名前（Name）] フィールド

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。

[状態（State）] ドロップダウ
ン リスト

BIOS によるデバイスの可視性。状態は次のいずれかになりま
す。
• [有効（Enabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS か
ら認識できます。
• [無効（Disabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS
から認識できません。

[順序] フィールド

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）。

[スロット（Slot）] フィールド デバイスが装着されているスロット。1 から 255 までの値を
入力してください。
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名前

説明

[LUN] 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 の範囲内の数を入力してください。

[変更を保存（Save Changes）] [ブート順序（Boot Order）] テーブルにデバイスを追加し、変
ボタン
更を保存します。
[キャンセル（Cancel）] 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。
iSCSI ブート デバイスを追加するには、[iSCSIブートの追加（Add iSCSI Boot）] をクリック
し、次のパラメータを更新します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

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。

[状態（State）] ドロップダウ
ン リスト

BIOS によるデバイスの可視性。状態は次のいずれかになりま
す。
• [有効（Enabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS か
ら認識できます。
• [無効（Disabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS
から認識できません。

[順序] フィールド

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）。

[スロット（Slot）] 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。
[ポート（Port）] 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 の範囲内の数を入力してください。
（注）

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。

[変更を保存（Save Changes）] [ブート順序（Boot Order）] テーブルにデバイスを追加し、変
ボタン
更を保存します。
[キャンセル（Cancel）] 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。
SD カードを追加するには、[SD カードの追加（Add SD Card）] をクリックし、次のパラメー
タを更新します。
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（注）

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。

名前

説明

[名前（Name）] フィールド

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。

[状態（State）] 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。
• [有効（Enabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS か
ら認識できます。
• [無効（Disabled）]：デバイスはブート設定で BIOS から
認識できません。

[順序] フィールド

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）。

[変更を保存（Save Changes）] [ブート順序（Boot Order）] テーブルにデバイスを追加しま
ボタン
す。
[キャンセル（Cancel）] 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。
USB デバイスを追加するには、[USB の追加（Add USB）] をクリックし、次のパラメータを更
新します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

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。

[サブ タイプ（Sub Type）] 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
ロップダウン リスト
ずれかになります。
• CD
• FDD
• HDD
[状態（State）] 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。
• [有効（Enabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS か
ら認識できます。
• [無効（Disabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS
から認識できません。
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名前

説明

[順序] フィールド

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）。

[変更を保存（Save Changes）] [ブート順序（Boot Order）] テーブルにデバイスを追加しま
ボタン
す。
[キャンセル（Cancel）] 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。
仮想メディアを追加するには、[仮想メディア（Virtual Media）] をクリックし、次のパラメー
タを更新します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

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。

[サブ タイプ（Sub Type）] 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
ロップダウン リスト
は、次のいずれかになります。
• KVM マップされた DVD（KVM Mapped DVD）
• Cisco IMC マップされた DVD（Cisco IMC Mapped DVD）
• [KVM Mapped HDD]
• Cisco IMC マップされた HDD（Cisco IMC Mapped HDD）
• KVM マップされた FDD（KVM Mapped FDD）
[状態（State）] ドロップダウ
ン リスト

BIOS によるデバイスの可視性。状態は次のいずれかになりま
す。
• [有効（Enabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS か
ら認識できます。
• [無効（Disabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS
から認識できません。

[順序] フィールド

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）。

[変更を保存（Save Changes）] [ブート順序（Boot Order）] テーブルにデバイスを追加しま
ボタン
す。
[キャンセル（Cancel）] 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。
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PCH ストレージ デバイスを追加するには、[PCH ストレージ（PCH Storage）] をクリックし、
次のパラメータを更新します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

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。

[状態（State）] 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。
• [有効（Enabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS か
ら認識できます。
• [無効（Disabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS
から認識できません。

[順序] フィールド

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）。

[LUN] 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。
（注）

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。

[変更を保存（Save Changes）] [ブート順序（Boot Order）] テーブルにデバイスを追加しま
ボタン
す。
[キャンセル（Cancel）] 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。
UEFI シェル デバイスを追加するには、[UEFI シェルの追加（Add UEFI Shell）] をクリックし、
次のパラメータを更新します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

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。
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名前

説明

[状態（State）] ドロップダウ
ン リスト

BIOS によるデバイスの可視性。状態は次のいずれかになりま
す。
• [有効（Enabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS か
ら認識できます。
• [無効（Disabled）]：デバイスはブート順の設定で BIOS
から認識できません。

[順序] フィールド

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）。

[デバイスの追加（Add
Device）] ボタン

[ブート順序（Boot Order）] テーブルにデバイスを追加しま
す。

[キャンセル（Cancel）] 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。

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、このオプションを有効にでき
ます。UEFI のセキュア ブート モードを無効にすると、ブート モードは UEFI モードに設定さ
れ、UEFI のブート モードが無効になるまで、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 ブートを有効にすると、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 オプションを無効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。
システム ソフトウェア イベント：ポスト センサー、システム ファームウェア エラー。（System
Software event: Post sensor, System Firmware error.）EFI ロード イメージ セキュリティ違反。（EFI
Load Image Security Violation.）[0x5302] がアサートされました。（[0x5302] was asserted.）
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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

タイプ

サポートされている OS

• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2

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
• 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 ブートの有効化
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [ブート順の設定（Configure Boot Order）] タブの [BIOS プロパティ（BIOS Properties）] 領域
で、[UEFI セキュア ブート（UEFI Secure Boot）] チェックボックスをオンにします。
（注）

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 オプションが無効になるまで [ブート モードの設定（Configure Boot Mode）]
は変更できません。
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サポートされていない OS で UEFI セキュア ブートを有効にすると、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 オプションを無効にする必要があります。
ステップ 5 [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

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。

UEFI セキュア ブートの無効化
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [BIOS プロパティ（BIOS Properties）] 領域で、[UEFI セキュア ブート（UEFI Secure Boot）]
チェックボックスをオフにします。
ステップ 5 [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

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。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 [BIOS] タブで [ブート順の設定（Configure Boot Order）] タブをクリックします。
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ステップ 4 [BIOS のプロパティ（BIOS Properties）] 領域で、[ブート順の設定（Configure Boot Order）] 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。
[設定済みブート デバイス（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（[基本（Basic）] または [詳細設定（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 [ブート順の設定（Configure Boot Order）] 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。
（注）

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。

[実際のブート デバイス（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。
（注）

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 [実際のブート順（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 [実際のブート順（Actual
Boot Order）] 領域に [NonPolicyTarget] として示されます。

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、以前設定されたブート順からすべての機能のリブートが発生します。
始める前に
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。
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手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [Compute] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 [BIOS] タブで [ブート順の設定（Configure Boot Order）] タブをクリックします。
ステップ 4 [BIOS Properties] 領域で、[Configured One Time Boot Device] ドロップダウンからオプションを
選択します。
（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。

サーバ アセット タグの作成
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [シャーシ（Chassis）] メニューをクリックしま
す。
ステップ 2 [シャーシ（Chassis）] メニューの [概要（Summary）] をクリックします。
ステップ 3 [シャーシ プロパティ（Chassis Properties）] 領域で、[アセット タグ（Asset Tag）] フィールド
を更新します。
ステップ 4 [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

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。
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [電源ポリシー（Power Policies）] タブをクリックします。
ステップ 4 [電力復元ポリシー（Power Restore Policy）] 領域で、次のフィールドを更新します。
名前

説明

[電力復元ポリシー（Power
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
Restore Policy）] ドロップダウ 行されるアクション。次のいずれかになります。
ン リスト
• [電源オフ（Power Off）]：手動で再起動されるまで、サー
バはオフのままです。
• [電源オン（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。
• [最後の状態を復元（Restore Last State）]：サーバが再起
動し、システムは電源喪失前に実行されていたプロセス
の復元を試みます。
[電力遅延タイプ（Power Delay 選択されたポリシーが [電源オン（Power On）] の場合、この
Type）] ドロップダウン リス 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
ト
のいずれかになります。
• [固定（fixed）]：サーバは一定の遅延後に再起動します。
• [ランダム（random）]：サーバはランダムな遅延後に再起
動します。
（注）

[電力遅延値（Power Delay
Value）] フィールド

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。

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。
（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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ステップ 5 [変更の保存（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。
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [シャーシ（Chassis）] メニューをクリックしま
す。
ステップ 2 [シャーシ（Chassis）] メニューの [電源管理（Power Management）] をクリックします。
ステップ 3 [電力制限の設定（Power Cap Configuration）] タブで、[電力特性評価の実行（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。
[ステータス（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。
• [いずれかのサーバで実行していません（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 [実行していません（Not Run）] となっている場合。
• [実行していません（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 [実
行していません（Not Run）] となっている場合。
• [いずれかのサーバで失敗しました（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 [失敗（Failed）] となっている場合。
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• [完了（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 [完
了（Completed Successfully）] となっている場合。
• [実行中（Running）]：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 [実行中
（Running）] となっている場合。
• [失敗（Failed）]：両方のサーバ ノードで電力特性評価のステータスが [失敗（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 [推奨される電力キャップ（Recommended Power Cap）] 領域に読み込まれま
す。

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。
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
修正用の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、[電
力プロファイル（Power Profile）] 領域の [アクション（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 [電力の制限（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。

サーバの管理
19

サーバの管理
電力プロファイルをデフォルトにリセット

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。

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。
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [シャーシ（Chassis）] メニューをクリックしま
す。
ステップ 2 [シャーシ（Chassis）] メニューの [電源管理（Power Management）] をクリックします。
ステップ 3 [電力制限の設定（Power Cap Configuration）] タブで、[プロファイルをデフォルトにリセット
（Reset Profiles to Default）] リンクをクリックします。
（注）

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、電力制限が無効になります。

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。
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [シャーシ（Chassis）] メニューをクリックしま
す。
ステップ 2 [シャーシ（Chassis）] メニューの [電源管理（Power Management）] をクリックします。
ステップ 3 [シャーシ電力特性評価の詳細（Chassis Power Characterization Details）] 領域で、次の情報を確
認します。
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名前

説明

[シャーシ電力特性評価ステータス（Chassis
Power Characterization Status）] フィールド

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。
• [いずれかのサーバで実行していません
（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 [実行していません（Not Run）] と
なっている場合。
• [実行していません（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 [実行していません（Not Run）] と
なっている場合。
• [いずれかのサーバで失敗しました（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 [失敗
（Failed）] となっている場合。
• [完了（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 [完了（Completed Successfully）] と
なっている場合。
• [実行中（Running）]：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 [実
行中（Running）] となっている場合。
• [失敗（Failed）]：両方のサーバ ノードで
電力特性評価のステータスが [失敗
（Failed）] となっている場合。
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名前

説明

[シャーシ電力特性評価の範囲（Chassis Power 次の項目から構成されています。
Characterization Range）]
• [自動プロファイルの最小（Auto Profile
Minimum）]：[自動プロファイル（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。
（注）

[自動プロファイルの最小（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。

• [カスタム プロファイルの最小（Custom
Profile Minimum）]：[カスタム プロファ
イル（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。
• [最大（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。
[サーバ電力の詳細（Server Power Details）]

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。

ステップ 4 [電力制限とプロファイルの設定（Power Capping and Profiles Configuration）] 領域で、次のフィー
ルドに値を入力します。
名前

説明

[電力制限の有効化（Enable Power Capping）]
チェックボックス

オンにすると、システムの電力制限機能が有
効になり、個々の電力制限プロファイルのパ
ラメータを選択し、設定することができます。
（注）

[ユーザが割り当てたシャーシ電力（User
Allocated Chassis Power）] フィールド

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）。

[シャーシ管理対象電力（Chassis Manageable
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。
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無効にすると、[電力プロファイル
（Power Profiles）] 領域で個々の電
力制限プロファイルの設定または変
更ができません。
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ステップ 5 [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

次のタスク
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

（注）

[Auto] タブは、シャーシ内に両方のサーバ ノードが存在する場合にのみ表示されます。
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。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [シャーシ（Chassis）] メニューをクリックしま
す。
ステップ 2 [シャーシ（Chassis）] メニューの [電源管理（Power Management）] をクリックします。
ステップ 3 [Power Cap Configuration] タブの [Auto] タブで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[プロファイルの有効化（Enable Profile）]
チェックボックス

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。

[スロットルを許可（Allow Throttle）] チェッ オンにすると、通常の内部メカニズムに加え
クボックス
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。
[優先順位選択（Priority Selection）] ドロップ 次のいずれかになります。
ダウン リスト
• [手動（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。
• [動的（Dynamic）]：CMC がサーバ使用
率に基づいて優先サーバ ノードを動的に
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。
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名前

説明

[修正用時間（Correction Time）] フィールド

[アクション（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）。
有効な値の範囲は 1 ～ 600 秒です。

[優先順位サーバ（Priority Server）] ドロップ
ダウン リスト

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。
• [サーバ 1（Server 1）]
• [サーバ 2（Server 2）]
（注）

このオプションは、[優先順位選択
（Priority Selection）] ドロップダウ
ン リストから [手動（Manual）] を選
択した場合に有効になります。

[例外アクション（Exception Action）] ドロッ 指定した電力制限が修正用時間内に維持され
プダウン リスト
ない場合に実行されるアクション。
• [アラート（Alert）]：Cisco IMC SEL にイ
ベントを記録します。
• [アラートおよびシャットダウン（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。
[電力上限（Power Limit）] フィールド
[サーバ 1（Server 1）]

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。

[サーバ 2（Server 2）]
ステップ 4 [一時停止期間（Suspend Period）] 領域で [設定（Configure）] リンクをクリックし、電力制限
プロファイルを非アクティブにする期間を設定します。

次のタスク
カスタム電力プロファイルを設定します。
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カスタム電力プロファイルの設定
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [シャーシ（Chassis）] メニューをクリックしま
す。
ステップ 2 [シャーシ（Chassis）] メニューの [電源管理（Power Management）] をクリックします。
ステップ 3 [Power Cap Configuration] タブの [Custom] タブで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[コンポーネント（Component）] フィールド

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。

[有効化（Enable）] チェックボックス

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。

[電力上限（Power Limit）] フィールド

ツールチップで提案されている範囲の値を入
力します。

[例外アクション（Exception Action）] ドロッ 指定した電力制限が修正用時間内に維持され
プダウン リスト
ない場合に実行されるアクション。
• [アラート（Alert）]：Cisco IMC SEL にイ
ベントを記録します。
• [アラートおよびシャットダウン（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。
[修正用時間（Correction Time）] フィールド

[アクション（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）。
有効な値の範囲は 1 ～ 600 秒です。

[スロットリングを許可（Allow Throttling）]
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。
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名前

説明

[一時停止期間（Suspend Period）] フィールド 期間を選択し、その期間中電力制限を中断で
きます。

次のタスク
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
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [シャーシ（Chassis）] メニューをクリックしま
す。
ステップ 2 [シャーシ（Chassis）] メニューの [電源管理（Power Management）] をクリックします。
ステップ 3 [電力制限の設定（Power Cap Configuration）] タブの [温度（Thermal）] タブで、次のフィール
ドに値を入力します。
名前

説明

[コンポーネント（Component）] フィールド

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。

[有効（Enabled）] フィールド

編集用に電力プロファイルを有効にします。

[温度（Temperature）] 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。

[電力上限（Power Limit）] フィールド

特定のサーバの最小電力キャップ制限が表示
されます。

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 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [シャーシ（Chassis）] メニューをクリックしま
す。
ステップ 2 [シャーシ（Chassis）] メニューの [電源管理（Power Management）] をクリックします。
ステップ 3 [作業（Work）] ペインで、[電力モニタリング（Power Monitoring）] タブをクリックします。
ステップ 4 [電力モニタリングの概要（Power Monitoring Summary）] 領域で、次の情報を確認します。
次の表のように、最後にリブートしてからシステムとそのコンポーネントによって消費された
電力が表示されます。
名前

説明

[Monitoring Period]

最後にリブートされてからシステムによって使用される電力
をモニタリングする時間。
モニタリング期間は、日付と HH:MM:SS という形式で表示さ
れます。

ステップ 5 [プラットフォーム（Platform）] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

現在（Current）

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）。

[最小（Minimum）]

最後にリブートされてからサーバ、CPU、およびメモリが使
用した最小ワット数。

[最大（Maximum）]

最後にリブートされてからサーバ、CPU、およびメモリが使
用した最大ワット数。

[平均（Average）]

定義された期間におけるサーバ、CPU、およびメモリの平均
消費電力量（ワット）。

ステップ 6 [CPU] 領域で、次の情報を確認します。
名前

説明

現在（Current）

現在 CPU によって使用されている電力（ワット単位）。

最小

最後にリブートされてから CPU が使用した最小ワット数。

[最大（Maximum）]

最後にリブートされてから CPU が使用した最大ワット数。

平均（Average）

定義された期間におけるサーバ、CPU、およびメモリの平均
消費電力量（ワット）。

ステップ 7 [メモリ（Memory）] 領域で、次の情報を確認します。
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名前

説明

現在（Current）

現在メモリによって使用されている電力（ワット単位）。

[最小（Minimum）]

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。

[最大（Maximum）]

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。

[平均（Average）]

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。

ステップ 8 [グラフ プロパティ（Chart Properties）] 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。
名前

説明

グラフの設定（Chart
Settings）

グラフのプロパティとグラフでのデータ表示方法を設定でき
ます。

電力統計情報とサーバ使用率 電力統計情報とホスト サーバの使用率情報をダウンロードで
データのダウンロード
きます。ファイルはローカル ダウンロード フォルダにダウン
（Download Power Statistics
ロードされます。
and Server Utilization Data）
（注） 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。

名前

説明

[グラフ（Chart）] 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。
• [過去 1 時間（Last One Hour）]：5 分おき
のグラフを作成します。
• [過去 1 日（Last One Day）]：現在の時刻
から毎時間のグラフを作成します。
• [過去 1 週間（Last One Week）]：毎日の
グラフを作成します。
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名前

説明

[コンポーネント（Component）] ドロップダウ 選択した期間にわたる電力消費を確認するコ
ン リスト
ンポーネント。次のいずれかになります。
• プラットフォーム
• [CPU]
• メモリ
• すべて
[プロット（Plot）] ボタン

選択したコンポーネントの指定した期間の消
費電力が表示されます。

[グラフ/テーブル（Chart/Table）] ビュー（カー 電源モニタリング サマリを [チャート
ソルを重ねると表示されます）
（Chart）] ビューまたは [テーブル（Table）]
ビューのどちらで表示するかを選択します。
[グラフ タイプ（Chart Type）]（カーソルを重 表示するグラフのタイプを選択します。次の
ねると表示されます）
いずれかを選択できます。
• [折れ線グラフ（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。
• [縦棒グラフ（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。
[現在（Current）] 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現在の電力がグラフに
表示されます。

[平均（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平均電力量がグラフに
表示されます。

[最大（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大ワット数がグラフ
に表示されます。

[最小（Minimum）] 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小ワット数がグラフ
に表示されます。
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グラフ プロパティの設定
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [シャーシ（Chassis）] メニューをクリックしま
す。
ステップ 2 [シャーシ（Chassis）] メニューの [電源管理（Power Management）] をクリックします。
ステップ 3 [作業（Work）] ペインで、[電力モニタリング（Power Monitoring）] タブをクリックします。
ステップ 4 [グラフ プロパティ（Chart Properties）] 領域で [グラフの設定（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。
名前

説明

[範囲フィルタの表示（Show オンにすると、範囲フィルタの内容が表示されます。
Range Filter）] チェックボック
ス
[X 軸ラベルの表示（Show X 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
Axis Labels）] チェックボック されます。
ス
[Y 軸ラベルの表示（Show Y 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
Axis Labels）] チェックボック されます。
ス
[マーカーの表示（Show
Markers）] 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ーが表示されま
す。

[Y 軸間隔値（Y-Axis Interval
Value）] フィールド（1 ～
1020）

間隔値（ワット数）を選択します。デフォルト値は 20 です。

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。
（注）

これらの傾向線は、プロファイルが [電力制限の設定（Power Cap Configuration）] タ
ブで無効になっている場合は表示されません。

ステップ 5 [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。
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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。
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [シャーシ（Chassis）] メニューをクリックしま
す。
ステップ 2 [シャーシ（Chassis）] メニューの [電源管理（Power Management）] をクリックします。
ステップ 3 [作業（Work）] ペインで、[電力モニタリング（Power Monitoring）] タブをクリックします。
ステップ 4 [電力モニタリング（Power Monitoring）] タブで、[電力統計情報とサーバ使用率データのダウ
ンロード（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。
（注）

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。

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 エラーを検出した場合、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 エラーが検出された 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
れるか無効となり、その DIMM は不良として見なされなくなります。
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（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有効化
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [インベントリ（Inventory）] タブをクリックします。
ステップ 4 [メモリ（Memory）] ペインの [DIMM のブラックリスト化（DIMM Black Listing）] 領域で、
[DIMM のブラックリストの有効化（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
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [アクション（Actions）] 領域で[BIOS の設定（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、[メイン（Main）] タブをクリックします。
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ステップ 6 変更を保存した後にサーバをリブートす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。

ステップ 7 [Main] タブで、BIOS 設定のフィールドを更新します。
使用可能な BIOS パラメータは、使用しているサーバのモデルによって異なります。各 BIOS
設定のオプションに関する説明および情報については、以下を参照してください。
• [サーバモデルごとのBIOSパラメータ（BIOS Parameters By Server Model）] セクション。
ステップ 8 （任意） [Configure BIOS Parameters] ダイアログ ボックスの下部にあるボタンを使用して、パ
ラメータのリセットまたはデフォルト値の復元を行うことができます。
次のオプションを使用できます。
名前

説明

[変更を保存（Save Changes）] 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
ボタン
ログボックスを閉じます。
[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。それ以外の場合は、サー
バが手動でリブートされるまで変更は保存されます。
[値のリセット（Reset Values）] 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
ボタン
ボックスが最初に開いたときに有効であった設定に戻します。
[デフォルトの復元（Restore
Defaults）] ボタン

3 つのタブすべての BIOS パラメータをそれぞれのデフォルト
設定に設定します。

[キャンセル（Cancel）] ボタン 変更を加えずにダイアログボックスを閉じます。
重要

このダイアログボックスのボタンは、現在表示しているタブのパラメータだけでな
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。
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BIOS の詳細設定
（注）

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。

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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [アクション（Actions）] 領域で[BIOS の設定（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 [詳細（Advanced）] タブをクリックします。
ステップ 6 変更を保存した後にサーバをリブートす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。

ステップ 7 [Advanced] タブで、関連フィールドを更新します。
使用可能な BIOS パラメータは、使用しているサーバのモデルによって異なります。各 BIOS
設定のオプションに関する説明および情報については、以下を参照してください。
• ガイドの [サーバモデルごとのBIOSパラメータ（BIOS Parameters By Server Model）] セク
ション。
ステップ 8 フィールドを更新したら、次の操作を実行します。
名前

説明

[保存（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。

[リセット（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。
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名前

説明

[デフォルトの復元（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。

サーバ管理 BIOS の設定
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 変更を保存した後にサーバをリブートす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。

ステップ 5 [Server Management] タブで、関連フィールドを更新します。
使用可能な BIOS パラメータは、使用しているサーバのモデルによって異なります。各 BIOS
設定のオプションに関する説明および情報については、以下を参照してください。
• [サーバモデルごとのBIOSパラメータ（BIOS Parameters By Server Model）] セクション。
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。
名前

説明

[保存（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。

[リセット（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。

[デフォルトの復元（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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BIOS セットアップの開始
始める前に
• サーバの電源をオンにする必要があります。
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [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 プロンプトで [OK] 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
始める前に
• サーバの電源をオンにする必要があります。
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [アクション（Actions）] 領域の [BIOS CMOS のクリア（Clear BIOS CMOS）] をクリックしま
す。
ステップ 5 [OK] をクリックして確認します。
BIOS CMOS をクリアします。
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BIOS の製造元カスタム設定の復元
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 権限でログインする必要があります。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [アクション（Actions）] 領域で、[製造元カスタム設定の復元（Restore Manufacturing Custom
Settings）] をクリックします。
ステップ 5 [OK] をクリックして確認します。

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
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 プロファイルのアップロード
リモート サーバの場所から、またはブラウザのクライアントを介して BIOS プロファイルを
アップロードできます。
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始める前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [BIOS プロファイルの設定（Configure BIOS Profile）] タブをクリックします。
ステップ 5 リモート サーバの場所を使用して BIOS プロファイルをアップロードするには、[BIOS プロ
ファイル（BIOS Profile）] 領域で、[アップロード（Upload）] ボタンをクリックします。
ステップ 6 [BIOS プロファイルのアップロード（Upload BIOS Profile）] ダイアログボックスで、次のフィー
ルドを更新します。
名前

説明

[BIOS プロファイルのアップロード元（Upload リモート サーバのタイプ。次のいずれかにな
BIOS Profile from）] ドロップダウン リスト
ります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
[サーバIP/ホスト名（Server IP/Hostname）]
フィールド

BIOS プロファイル情報を有効にするサーバの
IP アドレスまたはホスト名。[BIOS プロファ
イルのアップロード元（Upload BIOS Profile
from）] 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。

[パスおよびファイル名（Path and Filename）] リモート サーバ上の BIOS プロファイルのパ
フィールド
スおよびファイル名。
[ユーザ名（Username）] フィールド

リモート サーバのユーザ名。

[パスワード（Password）] フィールド

リモート サーバのパスワード。
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名前

説明

[アップロード（Upload）] ボタン

選択された BIOS プロファイルをアップロード
します。
（注）

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、「サー
バ（RSA）キー フィンガープリント
は <server_finger_print _ID> です。続
行しますか?（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、[はい（Yes）] または [いいえ
（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。

[キャンセル（Cancel）] 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。

ステップ 7 ブラウザ クライアントを使用して BIOS プロファイルをアップロードするには、[BIOS プロ
ファイル（BIOS プロファイル）] 領域の [アップロード（Upload）] ボタンをクリックします。
ステップ 8 [BIOS プロファイルのアップロード（Upload BIOS Profile）] ダイアログボックスで、次のフィー
ルドを更新します。
名前

説明

[ファイル（File）] フィールド アップロードする BIOS プロファイル。
[参照（Browse）] ボタン

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開
きます。

次のタスク
BIOS プロファイルをアクティブにします。
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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、admin 権限でログインする必要があります。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [BIOS プロファイルの設定（Configure BIOS Profile）] タブをクリックします。
ステップ 5 [BIOS プロファイル（BIOS Profile）] 領域から BIOS プロファイルを選択し、[アクティブ化
（Activate）] をクリックします。
ステップ 6 プロンプトで、[はい（Yes）] をクリックして、BIOS プロファイルをアクティブにします。

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、admin 権限でログインする必要があります。
手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [BIOS Profile] 領域から BIOS プロファイルを選択し、[Delete] をクリックします。
ステップ 5 プロンプトで、[OK] をクリックして、BIOS プロファイルを削除します。

BIOS プロファイルのバックアップ
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [BIOS Profile] 領域から BIOS プロファイルを選択し、[Take Backup] をクリックします。
ステップ 5 プロンプトで、[OK] をクリックして、BIOS プロファイルのバックアップを取得します。

次のタスク
BIOS プロファイルをアクティブにします。

BIOS プロファイルの詳細の表示
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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）] ウィンドウの [コンピューティング（Compute）] メニューをク
リックします。
ステップ 2 [コンピューティング（Compute）] メニューでサーバを選択します。
ステップ 3 作業ウィンドウの [BIOS] タブをクリックします。
ステップ 4 [BIOS Profile] 領域から BIOS プロファイルを選択し、[Details] をクリックします。
ステップ 5 [BIOS プロファイルの詳細（BIOS Profile Details）] ウィンドウで、次の情報を確認します。
名前

説明

[トークン名（Token Name）]
カラム

BIOS プロファイルのトークン名が表示されます。

[表示名（Display Name）] カラ BIOS プロファイルのユーザ名が表示されます。
ム
[プロファイル値（Profile
Value）] カラム

アップロードされたファイルに指定された値が表示されます。
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名前

説明

[実際の値（Actual Value）] カ アクティブな BIOS 設定の値が表示されます。
ラム
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