サーバ モデル別 BIOS パラメータ
この付録の構成は、次のとおりです。
• C22 および C24 サーバ, 1 ページ
• C220 および C240 サーバ, 26 ページ

C22 および C24 サーバ
C22 および C24 サーバの主要な BIOS パラメータ
[名前（Name）]

説明

[TPM サポート（TPM
TPM（トラステッド プラットフォーム モジュール）は、主に暗
Support）]ドロップダウンリス 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
ト
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。次のいずれかを設定できます。
• [無効（Disabled）]：サーバはTPM を使用しません。
• [有効（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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C22 および C24 サーバの高度な BIOS パラメータ
[プロセッサの設定（Processor Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[Intel Hyper-Threading Technology]ド
ロップダウンリスト

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。
• [無効（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。
• [有効（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無効にできます。次の
Enabled Cores）]ドロップダウンリスト いずれかになります。
• [すべて（All）]：すべての物理コアを有効にしま
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 も有効になります。
• [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（Name）]

説明

[Execute Disable]ドロップダウンリスト 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無効にしま
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。
• [無効（Disabled）]：プロセッサでメモリ領域を分類
しません。
• [有効（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]ドロップダウンリスト

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。
• [無効（Disabled）]：プロセッサでの仮想化を禁止し
ます。
• [有効（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]ドロップダウンリスト

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。
• [無効（Disabled）]：プロセッサで仮想化テクノロ
ジーを使用しません。
• [有効（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（Name）]

説明

[Intel VT-d Coherency サポート（Intel プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどう
VT-d Coherency Support）]ドロップダ か。次のいずれかになります。
ウンリスト
• [無効（Disabled）]：プロセッサでコヒーレンシをサ
ポートしません。
• [有効（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 サポート（Intel VT-d プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
ATS Support）]ドロップダウンリスト （ATS）をサポートするかどうか。次のいずれかになり
ます。
• [無効（Disabled）]：プロセッサでATS をサポート
しません。
• [有効（Enabled）]：プロセッサでVT-d ATS を必要
に応じて使用します。
[CPU パフォーマンス（CPU
Performance）]ドロップダウンリスト

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。
• [エンタープライズ（Enterprise）]：すべてのオプ
ションが有効です。
• [高スループット（High Throughput）]：DCU IP
Prefetcher 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。
• [HPC]：すべてのオプションが有効です。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。
• [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、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。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller リリース 3.0 GUI コンフィギュレーショ
ン ガイド（C22 M3、C24 M3、C220 M3、および C240 M3 サーバ用）
4

サーバ モデル別 BIOS パラメータ
C22 および C24 サーバの高度な BIOS パラメータ

[名前（Name）]

説明

[ハードウェア プリフェッチ（Hardware プロセッサで、インテル ハードウェア プリフェッチャ
Prefetcher）]ドロップダウンリスト
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。
• [無効（Disabled）]：ハードウェアプリフェッチャは
使用しません。
• [有効（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チャ プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数
（Adjacent Cache Line Prefetcher）]ド または奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。
ロップダウンリスト
次のいずれかになります。
• [無効（Disabled）]：プロセッサで必要な行のみを取
得します。
• [有効（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 Prefetch メカニズムを使用して履歴
（DCU Streamer Prefetch）]ドロップダ キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ
ウンリスト
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。
• [無効（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。
• [有効（Enabled）]：DCUPrefetcher 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
Prefetcher）]ドロップダウンリスト

プロセッサで DCU IP Prefetch 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。
• [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）]：DCUIP 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（Name）]

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 パフォーマンス
ドロップダウンリスト
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。
• [無効（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。
• [有効（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]ドロップダウンリス 次のオプションの CPU 電源管理設定を指定できます。
ト
• 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。
• [カスタム（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。
• [無効（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。
• [エネルギー効率（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（Name）]

説明

[Enhanced Intel Speedstep Technology]ド プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology を使用
ロップダウンリスト
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。
• [無効（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。
• [有効（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）

[Power Technology] 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。

[Intel Turbo Boost Technology]ドロップ プロセッサで Intel Turbo Boost Technology を使用するか
ダウンリスト
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。
• [無効（Disabled）]：プロセッサの周波数は自動的に
は上がりません。
• [有効（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] 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（Name）]

説明

[プロセッサの電源状態 C6（Processor BIOS からオペレーティング システムに C6 レポートを送
Power State C6）]ドロップダウンリス 信するかどうか。OS はレポートを受信すると、プロセッ
ト
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。
• [無効（Disabled）]：BIOS からC6 レポートを送信し
ません。
• [有効（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] 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。

[プロセッサの電源状態 C6 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
• [無効（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。
• [有効（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低
（Frequency Floor Override）]ドロップ い周波数にできるようにするかどうか。次のいずれかに
ダウンリスト
なります。
• [無効（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。
• [有効（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。
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[名前（Name）]

説明

[P-STATE Coordination]ドロップダウン BIOS がオペレーティング システムに P-state サポート モ
リスト
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]：OS PowerManager（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 PowerManager（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。
（注）

[エネルギー パフォーマンス（Energy
Performance）]ドロップダウンリスト

[Power Technology] 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。

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。
• [バランスのとれたエネルギー（Balanced Energy）]
• [バランスのとれたパフォーマンス（Balanced
Performance）]
• [エネルギー効率（Energy Efficient）]
• [パフォーマンス（Performance）]
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[メモリの設定（Memory Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[メモリ RAS の選択（Select Memory
RAS）]ドロップダウンリスト

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。
• [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。
• [ミラーリング（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。
• [ロックステップ（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、
[ミラーリング（Mirroring）] よりもシステム パ
フォーマンスが向上し、[最大パフォーマンス
（Maximum Performance）] よりも信頼性が向上しま
すが、[ミラーリング（Mirroring）] よりも信頼性が
低く、[最大パフォーマンス（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
（DRAM Clock Throttling）]ドロップ
ダウンリスト

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。
• [バランス（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。
• [パフォーマンス（Performance）]：DRAMクロック
スロットリングは無効です。追加の電力をかけてメ
モリ帯域幅を増やします。
• [エネルギー効率（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。
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[名前（Name）]

説明

[NUMA]ドロップダウンリスト

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。
• [無効（Disabled）]：BIOSで NUMA をサポートしま
せん。
• [有効（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
インターリーブを無効にする必要があります。

[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優
Mode）]ドロップダウンリスト
先するか。次のいずれかになります。
• [省電力モード（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。
• [パフォーマンス モード（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ト 次のいずれかになります。
• [1x]：DRAMセルは、64ms ごとにリフレッシュされ
ます。
• [2x]：DRAMセルは、32ms ごとにリフレッシュされ
ます。
• [3x]：DRAMセルは、21ms ごとにリフレッシュされ
ます。
• [4x]：DRAMセルは、16ms ごとにリフレッシュされ
ます。
• [自動（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。
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[名前（Name）]

説明

[チャネル インターリーブ（Channel
Interleaving）]ドロップダウンリスト

CPU がメモリ ブロックを分割して、データの隣接部分を
インターリーブされたチャネル間に分散し、同時読み取
り動作を有効にするかどうか。次のいずれかになりま
す。
• [自動（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。

[ランク インターリーブ（Rank
Interleaving）]ドロップダウンリスト

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。
• [自動（Auto）]：実行するインターリーブを、CPU
が決定します。
• [1 Way]：一部のランクのインターリーブが使用さ
れます。
• [2 Way]
• [4 Way]
• [8 Way]：ランクのインターリーブの最大容量が使
用されます。
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[名前（Name）]

説明

[パトロール スクラブ（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
ドロップダウンリスト
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。
• [無効（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。
• [有効（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 が読み取りを要求した場合に検出された
ドロップダウンリスト
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。
• [無効（Disabled）]：1 ビットメモリ エラーは修正さ
れません。
• [有効（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。
[高度（Altitude）]ドロップダウンリス 物理サーバがインストールされているおおよその海抜
ト
（m）。次のいずれかになります。
• [自動（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 m です。
• [900 M]：サーバは、海抜約 900 m です。
• [1500 M]：サーバは、海抜約 1500 m です。
• [3000 M]：サーバは、海抜約 3000 m です。
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[QPI の設定（QPI Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[QPI リンク周波数選択（QPI
Link Frequency Select）]ドロッ
プダウンリスト

ギガトランスファー/秒（GT/s）単位での Intel QuickPath
Interconnect（QPI）リンク周波数。次のいずれかになります。
• [自動（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 スヌープ モード（QPI
Intel QuickPath Interconnect（QPI）スヌープ モード。次のいずれ
Snoop Mode）]ドロップダウン かになります。
リスト
• [自動（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いですが、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。
• [ホーム ディレクトリ スヌープ（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。
• [OSB によるホーム ディレクトリ スヌープ（Home Directory
Snoop with OSB）]：OpportunisticSnoop 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。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
C22 および C24 サーバの高度な BIOS パラメータ

[オンボード ストレージ（Onboard Storage）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[オンボード SCU ストレージ サ オンボード ソフトウェア RAID コントローラをサーバで使用で
ポート（Onboard SCU Storage きるかどうか。次のいずれかになります。
Support）]ドロップダウンリス
• [無効（Disabled）]：ソフトウェアRAID コントローラを使
ト
用できません。
• [有効（Enabled）]：ソフトウェアRAID コントローラを使
用できます。

[USB の設定（USB Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[レガシー USB サポート
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
（Legacy USB Support）]ドロッ のいずれかになります。
プダウンリスト
• [無効（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。
• [有効（Enabled）]：レガシーUSB のサポートは常に使用で
きます。
• [自動（Auto）]：USBデバイスが接続されていない場合、
レガシー USB のサポートを無効にします。
[Port 60/64 エミュレーション
完全な USB キーボード レガシー サポートのために 60h/64h エ
（64 Emulation）]ドロップダウ 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
ンリスト
れかになります。
• [無効（Disabled）]：60h/64エミュレーションはサポートさ
れません。
• [有効（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 デバイスが有効であるか、無効で
USB Devices）]ドロップダウン あるか。次のいずれかになります。
リスト
• [無効（Disabled）]：すべてのUSB デバイスが無効になり
ます。
• [有効（Enabled）]：すべてのUSB デバイスが有効です。
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C22 および C24 サーバの高度な BIOS パラメータ

[名前（Name）]

説明

[USB ポート：背面（USB Port: 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
Rear）]ドロップダウンリスト ります。
• [無効（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。
• [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。
[USB ポート：前面（USB Port: 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
Front）]ドロップダウンリスト ります。
• [無効（Disabled）]：前面パネルの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。
• [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。
[USB ポート：内部（USB Port: 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。
Internal）]ドロップダウンリス
• [無効（Disabled）]：内部USB ポートを無効にします。こ
ト
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）]：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 ポート：KVM（USB Port: KVM ポートが有効か無効か。次のいずれかになります。
KVM）]ドロップダウンリスト
• [無効（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。
• [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。
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[名前（Name）]

説明

[USB Port：vMedia（USB Port:
vMedia）]ドロップダウンリス
ト

仮想メディア デバイスが有効か無効か。次のいずれかになりま
す。
• [無効（Disabled）]：vMediaデバイスを無効にします。
• [有効（Enabled）]：vMediaデバイスを有効にします。

[PCI の設定（PCI Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[4 GB を超える MMIO（MMIO Above 4GB を超える MMIO を有効または無効にするかどうか。
4GB）]ドロップダウンリスト
次のいずれかになります。
• [無効（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。
• [有効（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。
[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
効です。
• [L0 の強制（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。
• [自動（Auto）]：電力状態をCPU によって判別しま
す。
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[名前（Name）]

説明

[VGA 優先順位（VGA Priority）]

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 デバイスのプライオリティを設定できま
す。次のいずれかになります。
• [オンボード（Onboard）]：プライオリティがオン
ボードVGA デバイスに与えられます。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）]：プライオリティがPCIE
グラフィックス アダプタに与えられます。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。
• [無効化されたオンボード VGA（Onboard VGA
Disabled）]：プライオリティが PCIE グラフィック
ス アダプタに与えられ、オンボード VGA デバイス
は無効になります。
（注）

オンボード VGA が無効の場合、vKVM は
機能しません。

[シリアル設定（Serial Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

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、無効にな
ります。次のいずれかになります。
• [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。
• [有効（Enabled）]：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。
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[名前（Name）]

説明

[ターミナル タイプ（Terminal
Type）]ドロップダウンリスト

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）

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。

[ビット/秒（Bits per second）]ド 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。[コ
ロップダウンリスト
ンソール リダイレクション（Console Redirection）] を無効にし
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。
（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）]ド 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。
ロップダウンリスト
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。
• [なし（None）]：フロー制御は使用されません。
• [ハードウェア RTS/CTS（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（Name）]

説明

[Putty キーパッド（Putty
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
KeyPad）]ドロップダウンリス クションを変更できます。次のいずれかになります。
ト
• [VT100]：ファンクションキーが 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
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。
[BIOS POST 後にリダイレク
BIOS POST が完了し、OS ブートローダに制御が渡された後に、
ション（Redirection After BIOS 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
POST）]ドロップダウンリスト か。次のいずれかになります。
• [常に有効（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。
• [ブートローダー（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
ンが無効になります。
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[名前（Name）]

説明

[アウトオブバンド管理ポート
（Out-of-Band Mgmt Port）]ド
ロップダウンリスト

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。
• [無効（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。
• [有効（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。

[LOM と PCIe スロットの設定（LOM and PCIe Slots Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[すべてのオンボード LOM ポー すべての LOM ポートが有効であるか、無効であるか。次のい
ト（All Onboard LOM Ports）]ド ずれかになります。
ロップダウンリスト
• [無効（Disabled）]：すべてのLOM ポートが無効になりま
す。
• [有効（Enabled）]：すべてのLOM ポートが有効です。
[LOM ポート n OptionROM
n で指定された LOM ポートでオプション ROM を使用できるか
（LOM Port n OptionROM）] ド どうか。次のいずれかになります。
ロップダウンリスト
• [無効（Disabled）]：オプションROM を LOM ポート n で
は使用できません。
• [有効（Enabled）]：LOMポート n でオプション ROM を使
用できます。
• [UEFI のみ（UEFI Only）]：拡張スロット n を UEFI 用での
み使用できます。
• [レガシーのみ（Legacy Only）]：拡張スロット n をレガシー
用でのみ使用できます。
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[名前（Name）]

説明

[すべての PCIe スロットの
OptionROM（All PCIe Slots
OptionROM）]ドロップダウン
リスト

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。
• [無効（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。
• [有効（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 のみ（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。
• [レガシーのみ（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 スロット：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。
（PCIe Slot:n OptionROM）] ド 次のいずれかになります。
ロップダウンリスト
• [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。
• [UEFI のみ（UEFIOnly）][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。
• [レガシーのみ（LegacyOnly）][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（Name）]

説明

[PCIe スロット：n リンク速度
（PCIe Slot:n Link Speed）] ド
ロップダウンリスト

このオプションを使用すると、PCIe スロット n に装着されてい
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5GT/s までの速度が許可されます。
• [GEN3]：最大8GT/s までの速度が許可されます。
• [無効（Disabled）]：最大速度は制限されません。
たとえば、PCIe スロット 2 にある第 3世代アダプタ カードの最
大速度を、サポートされている 8GT/s の代わりに 5GT/s で実行
する場合は、[PCIe スロット 2 リンク速度（PCIe Slot 2 Link
Speed）] を [GEN2]に設定します。この設定により、カードでサ
ポートされている 8GT/s の最大速度が無視され、強制的に 5GT/s
の最大速度で実行されます。

[LOM に対する CDN サポート イーサネット ネットワークの命名規則が Consistent Device Naming
（CDN Support for LOM）]
（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。
• [無効（Disabled）]：OS イーサネット ネットワーキング識
別子には、デフォルトの規則に従って ETH0、ETH1 など
の名前が付けられます。デフォルトで、CDN オプション
は無効です。
• [LOMS のみ（LOMS Only）]：OS イーサネット ネットワー
ク識別子は、LOM ポート 0 や LOM ポート 1 のように物理
的な LAN on Motherboard（LOM）のポート番号付けに基づ
く Consistent Device Naming（CDN）による名前が付けられ
ます。
（注）

CDN は LOM ポートに対して有効であり、
Windows 2012 または最新の OS のみで機能しま
す。
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[名前（Name）]

説明

[VIC に対する CDN サポート
（CDN Support for VIC）]

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。
• [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。
（注）

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。

C22 および C24 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ
[名前（Name）]

説明

[FRB-2 タイマー（FRB-2 Timer）]ド
ロップダウンリスト

POST 中にシステムがハングした場合に、システムを回
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。次のいずれかになります。
• [無効（Disabled）]：FRB2タイマーは使用されませ
ん。
• [有効（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 タ
WatchdogTimer）] ドロップダウンリス イマーをプログラムするかどうか。次のいずれかになり
ト
ます。
• [無効（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 ブート ウォッチドッ
グ ポリシー（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。
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[名前（Name）]

説明

[OS ウォッチドッグ タイマー タイム
アウト（（OS Watchdog Timer
Timeout）]ドロップダウンリスト

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 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。

[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行
（OS Watchdog Timer Policy）]ドロッ 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
• [何もしない（Do Nothing）]：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。
• [電源オフ（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。
• [リセット（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 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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C220 および C240 サーバ
C220 および C240 サーバの主要な BIOS パラメータ
[名前（Name）]

説明

[TPM サポート（TPM
TPM（トラステッド プラットフォーム モジュール）は、主に暗
Support）]ドロップダウンリス 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
ト
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。次のいずれかを設定できます。
• [無効（Disabled）]：サーバはTPM を使用しません。
• [有効（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。

C220 および C240 サーバの高度な BIOS パラメータ
[プロセッサの設定（Processor Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[Intel Hyper-Threading Technology]ド
ロップダウンリスト

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。
• [無効（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。
• [有効（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（Name）]

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無効にできます。次の
Enabled Cores）]ドロップダウンリスト いずれかになります。
• [すべて（All）]：すべての物理コアを有効にしま
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 も有効になります。
• [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ト 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無効にしま
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。
• [無効（Disabled）]：プロセッサでメモリ領域を分類
しません。
• [有効（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（Name）]

説明

[Intel VT]ドロップダウンリスト

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。
• [無効（Disabled）]：プロセッサでの仮想化を禁止し
ます。
• [有効（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]ドロップダウンリスト

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。
• [無効（Disabled）]：プロセッサで仮想化テクノロ
ジーを使用しません。
• [有効（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 Coherency サポート（Intel プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどう
VT-d Coherency Support）]ドロップダ か。次のいずれかになります。
ウンリスト
• [無効（Disabled）]：プロセッサでコヒーレンシをサ
ポートしません。
• [有効（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 サポート（Intel VT-d プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
ATS Support）]ドロップダウンリスト （ATS）をサポートするかどうか。次のいずれかになり
ます。
• [無効（Disabled）]：プロセッサでATS をサポート
しません。
• [有効（Enabled）]：プロセッサでVT-d ATS を必要
に応じて使用します。
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[名前（Name）]

説明

[CPU パフォーマンス（CPU
Performance）]ドロップダウンリスト

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。
• [エンタープライズ（Enterprise）]：すべてのオプ
ションが有効です。
• [高スループット（High Throughput）]：DCU IP
Prefetcher 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。
• [HPC]：すべてのオプションが有効です。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。
• [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、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。

[ハードウェア プリフェッチ（Hardware プロセッサで、インテル ハードウェア プリフェッチャ
Prefetcher）]ドロップダウンリスト
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。
• [無効（Disabled）]：ハードウェアプリフェッチャは
使用しません。
• [有効（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。
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[名前（Name）]

説明

[隣接キャッシュラインプリフェッチャ プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数
（Adjacent Cache Line Prefetcher）]ド または奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。
ロップダウンリスト
次のいずれかになります。
• [無効（Disabled）]：プロセッサで必要な行のみを取
得します。
• [有効（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 Prefetch メカニズムを使用して履歴
（DCU Streamer Prefetch）]ドロップダ キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ
ウンリスト
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。
• [無効（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。
• [有効（Enabled）]：DCUPrefetcher 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
Prefetcher）]ドロップダウンリスト

プロセッサで DCU IP Prefetch 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。
• [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）]：DCUIP 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。

[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 パフォーマンス
ドロップダウンリスト
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。
• [無効（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。
• [有効（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。
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[名前（Name）]

説明

[Power Technology]ドロップダウンリス 次のオプションの CPU 電源管理設定を指定できます。
ト
• 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。
• [カスタム（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。
• [無効（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。
• [エネルギー効率（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。
[Enhanced Intel Speedstep Technology]ド プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology を使用
ロップダウンリスト
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。
• [無効（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。
• [有効（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）

[Power Technology] 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（Name）]

説明

[Intel Turbo Boost Technology]ドロップ プロセッサで Intel Turbo Boost Technology を使用するか
ダウンリスト
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。
• [無効（Disabled）]：プロセッサの周波数は自動的に
は上がりません。
• [有効（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] 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。

[プロセッサの電源状態 C6（Processor BIOS からオペレーティング システムに C6 レポートを送
Power State C6）]ドロップダウンリス 信するかどうか。OS はレポートを受信すると、プロセッ
ト
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。
• [無効（Disabled）]：BIOS からC6 レポートを送信し
ません。
• [有効（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] 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。

[プロセッサの電源状態 C6 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
• [無効（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。
• [有効（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（Name）]

説明

[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低
（Frequency Floor Override）]ドロップ い周波数にできるようにするかどうか。次のいずれかに
ダウンリスト
なります。
• [無効（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。
• [有効（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。
[P-STATE Coordination]ドロップダウン BIOS がオペレーティング システムに P-state サポート モ
リスト
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]：OS PowerManager（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 PowerManager（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。
（注）

[Power Technology] 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（Name）]

説明

[エネルギー パフォーマンス（Energy
Performance）]ドロップダウンリスト

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。
• [バランスのとれたエネルギー（Balanced Energy）]
• [バランスのとれたパフォーマンス（Balanced
Performance）]
• [エネルギー効率（Energy Efficient）]
• [パフォーマンス（Performance）]

[メモリの設定（Memory Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[メモリ RAS の選択（Select Memory
RAS）]ドロップダウンリスト

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。
• [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。
• [ミラーリング（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。
• [ロックステップ（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、
[ミラーリング（Mirroring）] よりもシステム パ
フォーマンスが向上し、[最大パフォーマンス
（Maximum Performance）] よりも信頼性が向上しま
すが、[ミラーリング（Mirroring）] よりも信頼性が
低く、[最大パフォーマンス（Maximum
Performance）] よりもシステム パフォーマンスは低
下します。
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[名前（Name）]

説明

[DRAM クロック スロットリング
（DRAM Clock Throttling）]ドロップ
ダウンリスト

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。
• [バランス（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。
• [パフォーマンス（Performance）]：DRAMクロック
スロットリングは無効です。追加の電力をかけてメ
モリ帯域幅を増やします。
• [エネルギー効率（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

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。
• [無効（Disabled）]：BIOSで NUMA をサポートしま
せん。
• [有効（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
インターリーブを無効にする必要があります。

[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優
Mode）]ドロップダウンリスト
先するか。次のいずれかになります。
• [省電力モード（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。
• [パフォーマンス モード（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。
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[名前（Name）]

説明

[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ト 次のいずれかになります。
• [1x]：DRAMセルは、64ms ごとにリフレッシュされ
ます。
• [2x]：DRAMセルは、32ms ごとにリフレッシュされ
ます。
• [3x]：DRAMセルは、21ms ごとにリフレッシュされ
ます。
• [4x]：DRAMセルは、16ms ごとにリフレッシュされ
ます。
• [自動（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。
[チャネル インターリーブ（Channel
Interleaving）]ドロップダウンリスト

CPU がメモリ ブロックを分割して、データの隣接部分を
インターリーブされたチャネル間に分散し、同時読み取
り動作を有効にするかどうか。次のいずれかになりま
す。
• [自動（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。
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[名前（Name）]

説明

[ランク インターリーブ（Rank
Interleaving）]ドロップダウンリスト

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。
• [自動（Auto）]：実行するインターリーブを、CPU
が決定します。
• [1 Way]：一部のランクのインターリーブが使用さ
れます。
• [2 Way]
• [4 Way]
• [8 Way]：ランクのインターリーブの最大容量が使
用されます。

[パトロール スクラブ（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
ドロップダウンリスト
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。
• [無効（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。
• [有効（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 が読み取りを要求した場合に検出された
ドロップダウンリスト
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。
• [無効（Disabled）]：1 ビットメモリ エラーは修正さ
れません。
• [有効（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。
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説明

[名前（Name）]

[高度（Altitude）]ドロップダウンリス 物理サーバがインストールされているおおよその海抜
ト
（m）。次のいずれかになります。
• [自動（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 m です。
• [900 M]：サーバは、海抜約 900 m です。
• [1500 M]：サーバは、海抜約 1500 m です。
• [3000 M]：サーバは、海抜約 3000 m です。

[QPI の設定（QPI Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[QPI リンク周波数選択（QPI
Link Frequency Select）]ドロッ
プダウンリスト

ギガトランスファー/秒（GT/s）単位での Intel QuickPath
Interconnect（QPI）リンク周波数。次のいずれかになります。
• [自動（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（Name）]

説明

[QPI スヌープ モード（QPI
Intel QuickPath Interconnect（QPI）スヌープ モード。次のいずれ
Snoop Mode）]ドロップダウン かになります。
リスト
• [自動（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いですが、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。
• [ホーム ディレクトリ スヌープ（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。
• [OSB によるホーム ディレクトリ スヌープ（Home Directory
Snoop with OSB）]：OpportunisticSnoop 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。

[オンボード ストレージ（Onboard Storage）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[オンボード SCU ストレージ サ オンボード ソフトウェア RAID コントローラをサーバで使用で
ポート（Onboard SCU Storage きるかどうか。次のいずれかになります。
Support）]ドロップダウンリス
• [無効（Disabled）]：ソフトウェアRAID コントローラを使
ト
用できません。
• [有効（Enabled）]：ソフトウェアRAID コントローラを使
用できます。
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[名前（Name）]

説明

[オンボード SCU ストレージ
オンボード SCU ストレージ コントローラに関する Pre-boot ソ
SW スタック（Onboard SCU
フトウェア スタックを選択することができます。次のいずれか
Storage SW Stack）]ドロップダ になります。
ウンリスト
• Intel RSTe(1)
• LSI SW RAID (0)
（注）

この設定パラメータは C220 サーバに関してのみ有効
です。

[USB の設定（USB Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[レガシー USB サポート
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
（Legacy USB Support）]ドロッ のいずれかになります。
プダウンリスト
• [無効（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。
• [有効（Enabled）]：レガシーUSB のサポートは常に使用で
きます。
• [自動（Auto）]：USBデバイスが接続されていない場合、
レガシー USB のサポートを無効にします。
[Port 60/64 エミュレーション
完全な USB キーボード レガシー サポートのために 60h/64h エ
（64 Emulation）]ドロップダウ 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
ンリスト
れかになります。
• [無効（Disabled）]：60h/64エミュレーションはサポートさ
れません。
• [有効（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 デバイスが有効であるか、無効で
USB Devices）]ドロップダウン あるか。次のいずれかになります。
リスト
• [無効（Disabled）]：すべてのUSB デバイスが無効になり
ます。
• [有効（Enabled）]：すべてのUSB デバイスが有効です。
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[名前（Name）]

説明

[USB ポート：背面（USB Port: 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
Rear）]ドロップダウンリスト ります。
• [無効（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。
• [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。
[USB ポート：前面（USB Port: 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
Front）]ドロップダウンリスト ります。
• [無効（Disabled）]：前面パネルの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。
• [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。
[USB ポート：内部（USB Port: 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。
Internal）]ドロップダウンリス
• [無効（Disabled）]：内部USB ポートを無効にします。こ
ト
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）]：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 ポート：KVM（USB Port: KVM ポートが有効か無効か。次のいずれかになります。
KVM）]ドロップダウンリスト
• [無効（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。
• [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。
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[名前（Name）]

説明

[USB Port：vMedia（USB Port:
vMedia）]ドロップダウンリス
ト

仮想メディア デバイスが有効か無効か。次のいずれかになりま
す。
• [無効（Disabled）]：vMediaデバイスを無効にします。
• [有効（Enabled）]：vMediaデバイスを有効にします。

[USB ポート：SD カード（USB SD カード ドライブが有効か無効か。次のいずれかになります。
Port: SD Card）]ドロップダウン
• [無効（Disabled）]：SDカード ドライブを無効にします。
リスト
SD カード ドライブは、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）]：SDカード ドライブを有効にします。

[PCI の設定（PCI Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[4 GB を超えるメモリ マップド I/O
4GB を超える MMIO を有効または無効にするかどうか。
（Memory Mapped I/O Above 4GB）]ド 次のいずれかになります。
ロップダウンリスト
• [無効（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。
• [有効（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
定を有効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（Name）]

説明

[MMCFG BASE]ドロップダウンリスト 4GB 以内の PCIe アダプタの低ベース アドレスを設定し
ます。次のいずれかになります。
• 1 GB
• 2 GB
• 2.5 GB
• 3 GB
• [自動（Auto）]：自動的にPCIe アダプタの低ベース
アドレスを設定します。
（注）

これは C240 サーバでのみ有効で
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
効です。
• [L0 の強制（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。
• [自動（Auto）]：電力状態をCPU によって判別しま
す。
[VGA 優先順位（VGA Priority）]

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 デバイスのプライオリティを設定できま
す。次のいずれかになります。
• [オンボード（Onboard）]：プライオリティがオン
ボードVGA デバイスに与えられます。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）]：プライオリティがPCIE
グラフィックス アダプタに与えられます。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。
• [無効化されたオンボード VGA（Onboard VGA
Disabled）]：プライオリティが PCIE グラフィック
ス アダプタに与えられ、オンボード VGA デバイス
は無効になります。
（注）

オンボード VGA が無効の場合、vKVM は
機能しません。
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[シリアル設定（Serial Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[アウトオブバンド管理ポート
（Out-of-Band Mgmt Port）]ド
ロップダウンリスト

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。
• [無効（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。
• [有効（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、無効にな
ります。次のいずれかになります。
• [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。
• [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。
[ターミナル タイプ（Terminal
Type）]ドロップダウンリスト

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）

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（Name）]

説明

[ビット/秒（Bits per second）]ド 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。[コ
ロップダウンリスト
ンソール リダイレクション（Console Redirection）] を無効にし
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。
（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）]ド 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。
ロップダウンリスト
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。
• [なし（None）]：フロー制御は使用されません。
• [ハードウェア RTS/CTS（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（Name）]

説明

[Putty キーパッド（Putty
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
KeyPad）]ドロップダウンリス クションを変更できます。次のいずれかになります。
ト
• [VT100]：ファンクションキーが 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
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。
[BIOS POST 後にリダイレク
BIOS POST が完了し、OS ブートローダに制御が渡された後に、
ション（Redirection After BIOS 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
POST）]ドロップダウンリスト か。次のいずれかになります。
• [常に有効（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。
• [ブートローダー（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
ンが無効になります。
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[LOM と PCIe スロットの設定（LOM and PCIe Slots Configuration）]のパラメータ
[名前（Name）]

説明

[LOM に対する CDN サポート イーサネット ネットワークの命名規則が Consistent Device Naming
（CDN Support for LOM）]
（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。
• [無効（Disabled）]：OS イーサネット ネットワーキング識
別子には、デフォルトの規則に従って ETH0、ETH1 など
の名前が付けられます。デフォルトで、CDN オプション
は無効です。
• [LOMS のみ（LOMS Only）]：OS イーサネット ネットワー
ク識別子は、LOM ポート 0 や LOM ポート 1 のように物理
的な LAN on Motherboard（LOM）のポート番号付けに基づ
く Consistent Device Naming（CDN）による名前が付けられ
ます。
（注）

[VIC に対する CDN サポート
（CDN Support for VIC）]

CDN は LOM ポートに対して有効であり、
Windows 2012 または最新の OS のみで機能しま
す。

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。
• [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。
（注）

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。

[すべてのオンボード LOM ポー すべての LOM ポートが有効であるか、無効であるか。次のい
ト（All Onboard LOM Ports）]ド ずれかになります。
ロップダウンリスト
• [無効（Disabled）]：すべてのLOM ポートが無効になりま
す。
• [有効（Enabled）]：すべてのLOM ポートが有効です。
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[名前（Name）]

説明

[LOM ポート n OptionROM
n で指定された LOM ポートでオプション ROM を使用できるか
（LOM Port n OptionROM）] ド どうか。次のいずれかになります。
ロップダウンリスト
• [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。
• [UEFI のみ（UEFIOnly）][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。
• [レガシーのみ（LegacyOnly）][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。
[すべての PCIe スロットの
OptionROM（All PCIe Slots
OptionROM）]ドロップダウン
リスト

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。
• [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。
• [UEFI のみ（UEFIOnly）][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。
• [レガシーのみ（LegacyOnly）][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 スロット：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。
（PCIe Slot:n OptionROM）] ド 次のいずれかになります。
ロップダウンリスト
• [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。
• [UEFI のみ（UEFIOnly）][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。
• [レガシーのみ（LegacyOnly）][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（Name）]

説明

[PCIe メザニン スロット
OptionROM（PCIe Mezzanine
OptionROM）]ドロップダウン
リスト

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。
• [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。
• [UEFI のみ（UEFIOnly）][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。
• [レガシーのみ（LegacyOnly）][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 スロット：n リンク速度
（PCIe Slot:n Link Speed）] ド
ロップダウンリスト

このオプションを使用すると、PCIe スロット n に装着されてい
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5GT/s までの速度が許可されます。
• [GEN3]：最大8GT/s までの速度が許可されます。
• [無効（Disabled）]：最大速度は制限されません。
たとえば、PCIe スロット 2 にある第 3世代アダプタ カードの最
大速度を、サポートされている 8GT/s の代わりに 5GT/s で実行
する場合は、[PCIe スロット 2 リンク速度（PCIe Slot 2 Link
Speed）] を [GEN2]に設定します。この設定により、カードでサ
ポートされている 8GT/s の最大速度が無視され、強制的に 5GT/s
の最大速度で実行されます。
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C220 および C240 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ
[名前（Name）]

説明

[FRB-2 タイマー（FRB-2 Timer）]ド
ロップダウンリスト

POST 中にシステムがハングした場合に、システムを回
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。次のいずれかになります。
• [無効（Disabled）]：FRB2タイマーは使用されませ
ん。
• [有効（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 タ
WatchdogTimer）] ドロップダウンリス イマーをプログラムするかどうか。次のいずれかになり
ト
ます。
• [無効（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 ブート ウォッチドッ
グ ポリシー（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。
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[名前（Name）]

説明

[OS ウォッチドッグ タイマー タイム
アウト（（OS Watchdog Timer
Timeout）]ドロップダウンリスト

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 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。

[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行
（OS Watchdog Timer Policy）]ドロッ 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
• [何もしない（Do Nothing）]：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。
• [電源オフ（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。
• [リセット（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 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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