
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（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）
•永続メモリモジュール（41ページ）

サーバのブート順
Cisco IMCを使用して、使用可能なブートデバイスタイプからサーバがブートを試行する順序
を設定できます。レガシーブート順の設定では、Cisco IMCによりデバイスタイプの並び替え
が許可されますが、デバイスタイプ内のデバイスの並べ替えはできません。高精度ブート順の

設定により、デバイスの線形順序付けができます。Web UIまたは CLIでは、ブート順および
ブートモードの変更、各デバイスタイプ下への複数のデバイスの追加、ブート順の並び替え、

各デバイスタイプのパラメータの設定ができます。

ブート順の設定を変更すると、Cisco IMCは、サーバが次にリブートされるときに、設定され
たブート順を BIOSに送信します。新しいブート順を実装するには、設定の変更後にサーバを
リブートします。新しいブート順は以降のリブートで反映されます。設定されたブート順は、

設定が Cisco IMCまたは BIOS設定で再度変更されるまで保持されます。

次のいずれかの条件が発生すると、実際のブート順は設定されたブート順と異なります。

•設定されたブート順を使用してブートしようとしたときに BIOSで問題が発生した。

•ユーザが BIOSで直接、ブート順を変更した。

• BIOSが、ホストによって認識されているがユーザから設定されていないデバイスを追加
した。

（注）
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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。

（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。

• S3260M4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、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XMLAPI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。

重要
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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 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

ステップ 3 [BIOS]タブで [Configure Boot Order]タブをクリックします。

ステップ 4 [BIOS Properties]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 [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。

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。

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。

（注）

•ローカル HDDの追加

• [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UCSC
シリーズサーバだけです。

（注）

• [Add USB]

• [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

[Add Boot Device]テーブル
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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。

[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

[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。

[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

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 6 [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。
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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 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

ステップ 3 [BIOS]タブで [Configure Boot Order]タブをクリックします。

ステップ 4 [BIOS Properties]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 [Configure Boot Order]ダイアログボックスで、[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。

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

サーバの管理
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説明名前

[Boot Order]テーブルにデバイスを追加します。[デバイスの追加（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

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

サーバのMACアドレス。

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）

MACアドレス

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。

[Port]フィールド

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。

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

サーバの管理
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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

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の範囲内の数を入力してください。

[LUN]フィールド

[ブート順序（BootOrder）]テーブルにデバイスを追加し、変
更を保存します。

[変更を保存（Save Changes）]
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

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。

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

サーバの管理

7

サーバの管理

ブートデバイスの管理



説明名前

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。

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

[ブート順序（BootOrder）]テーブルにデバイスを追加し、変
更を保存します。

[変更を保存（Save Changes）]
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）

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。[変更を保存（Save Changes）]
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

サーバの管理
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説明名前

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]

[Sub Type]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

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。[変更を保存（Save Changes）]
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、[VirtualMedia]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。

• [KVMMapped DVD]

• [Cisco IMC Mapped DVD]

• [KVMMapped HDD]

• [Cisco IMC Mapped HDD]

• [KVMMapped FDD]

[Sub Type]ドロップダウンリ
スト

サーバの管理
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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。[変更を保存（Save Changes）]
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

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

サーバの管理
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説明名前

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。[変更を保存（Save Changes）]
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、[AddUEFI 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

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。[デバイスの追加（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

サーバの管理
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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）

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

サーバの管理
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種類コンポーネント

• 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

• 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）

LSI

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。

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 [Configure Boot Mode]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。

サーバの管理
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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 [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 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

ステップ 3 [BIOS]タブで [Configure Boot Order]タブをクリックします。

ステップ 4 [BIOS Properties]領域の [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。

[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。

サーバの管理
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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 [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。

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）

ワンタイムブートデバイスでブートするようにサーバを設定する

現在設定されているブート順序を中断することなく、次回のサーバのブートに対してのみ、特

定のデバイスから起動するようにサーバを設定できます。ワンタイムブートデバイスからサー

バを起動すると、事前に設定されているブート順で以降のすべてのリブートが行われます。

始める前に

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]メニューでサーバを選択します。

ステップ 3 [BIOS]タブで [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。

サーバの管理

15

サーバの管理

ワンタイムブートデバイスでブートするようにサーバを設定する



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。

（注）

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]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]メニューの [Summary]をクリックします。

ステップ 3 [Chassis Properties]領域で、[Asset Tag]フィールドを更新します。

ステップ 4 [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]メニューでサーバを選択します。

ステップ 3 作業ウィンドウで、[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。

サーバの管理
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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。

• [電源オフ（PowerOff）]：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（PowerOn）]：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。

[電力復元ポリシー（Power
Restore Policy）]ドロップダウ
ンリスト

選択されたポリシーが [電源オン（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）

[PowerDelayType]ドロップダ
ウンリスト

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）

[電力遅延値（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。

サーバの管理
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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]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]メニューの [Power Management]をクリックします。

ステップ 3 [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。

[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。

• [NotRun onOneServer]：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 [NotRun]
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。

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。

サーバの管理
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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、[Power
Profile]領域の [Action]フィールドでユーザが指定したアクションが実行されます。

自動プロファイルと温度プロファイル、カスタムプロファイルと温度プロファイルという組み

合わせで、複数のプロファイルを設定できます。これらのプロファイルを設定するには、Web
ユーザインターフェイス、コマンドラインインターフェイス、またはXMLAPIのいずれかを
使用します。Web UIでは、プロファイルは [Power Capping]領域の下にリストされます。CLI
で、power-cap-configコマンドを入力するとプロファイルが設定されます。電力制限機能に関
する次の電力プロファイルを設定できます。

•自動電力制限プロファイル

•カスタム電力制限プロファイル

•温度による電力制限プロファイル

自動電力制限プロファイルで個々のサーバボードの電力制限を設定する際の基準となるのは、

ユーザが選択したサーバ優先順位、またはサーバ使用率センサーに基づいて、システムによっ

て検出されたサーバ優先順位（手動/動的優先順位選択と呼ばれます）です。制限値は管理可
能なシャーシ電力バジェットの範囲内で計算され、個々のサーバに適用されます。優先サーバ

には最大電力制限値が割り当てられ、残りの管理可能な電力バジェットが他のサーバに割り当

てられます。電力制限は各サーバボードのプラットフォームレベルで適用されるため、シャー

シ全体の消費電力に影響が及びます。

カスタム電力制限プロファイルは、Web UIまたはコマンドラインインターフェイスから、
シャーシ電力バジェットの範囲内で個々のサーバボードの電力制限を設定できます。このシナ

リオでは、個々のサーバの電力制限を指定することが可能です。

温度による電力プロファイルは、熱障害時の電力制限を有効にすることができます。つまり、

特定のプラットフォーム温度しきい値を設定し、その温度しきい値 P（min-x）に応じて電力
制限を適用できるということです。

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 [Chassis]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]メニューの [Power Management]をクリックします。

ステップ 3 [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。

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

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

ステップ 2 [Chassis]メニューの [Power Management]をクリックします。

ステップ 3 [Chassis Power Characterization Details]領域で、次の情報を確認します。

サーバの管理
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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 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。

• [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 [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。

[Chassis Power Characterization Status]フィール
ド

次の項目から構成されています。

• [Auto ProfileMinimum]：[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 ProfileMinimum]：[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]
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説明名前

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 4 [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 5 [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

[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。（注）

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Chassis]メニューをクリックします。
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ステップ 2 [Chassis]メニューの [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。

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

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、[PrioritySelection]
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
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説明名前

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 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。

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]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]メニューの [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。

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。

[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
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説明名前

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

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]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Chassis]メニューの [Power Management]をクリックします。

ステップ 3 [Power Cap Configuration]タブの [Thermal]タブで、次のフィールドに値を入力します。
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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。

[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。

手順

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

ステップ 2 [Chassis]メニューの [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 Summary]領域で、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。

説明名前

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、DayHH:MM:SSの形式で表示されます。

[Monitoring Period]

ステップ 5 [Platform]領域で、次の情報を確認します。

説明名前

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）。

現在（Current）

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。

[Minimum]
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説明名前

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。

[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]

ステップ 6 [CPU]領域で、次の情報を確認します。

説明名前

現在 CPUによって使用されている電力（ワット単位）。現在（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]

ステップ 7 [Memory]領域で、次の情報を確認します。

説明名前

現在メモリによって使用されている電力（ワット単位）。現在（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 8 [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。

説明名前

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。

[Chart Settings]
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説明名前

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

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

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256KB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）

[Download Power Statistics and
Server Utilization Data]

説明名前

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]：5分おきのグラフを作成
します。

• [Last One Day]：現在の時刻から毎時間の
グラフを作成します。

• [Last One Week]：毎日のグラフを作成し
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。

• Platform

• CPU

•メモリ

•すべて

[Component]ドロップダウンリスト

指定した期間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]ビュー（カーソルを重ねると表示
されます）
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説明名前

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。

• [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。

デフォルトのグラフ：折れ線グラフです。

[グラフ（Chart）]ドロップダウンリ
ストで [先週（LastWeek）]が選択さ
れ、複数のコンポーネントが選択さ

れた場合、縦棒グラフは表示され

ず、デフォルトで折れ線グラフが表

示されます。このようなシナリオで

は、次のメッセージが表示されま

す。選択した設定では、縦棒グラフ

をプロットすることはできません。

折れ線グラフに戻ります。

（注）

[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。

[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平均電力量がグラフに

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最大ワット数がグラフ

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小ワット数がグラフ

に表示されます。

[Minimum]チェックボックス
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グラフプロパティの設定

手順

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

ステップ 2 [Chassis]メニューの [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 [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）

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。

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順

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

ステップ 2 [Chassis]メニューの [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256KB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、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。

（注）

サーバの管理

31

サーバの管理

DIMMのブラックリスト化の設定



DIMMのブラックリストのイネーブル化

始める前に

•管理者としてログインする必要があります。

手順

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 [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 [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 4 [Memory]ペインの [DIMMBlack Listing]領域で、[Enable DIMMBlack 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 [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。

[SaveChanges]をクリックした後で変更内容を自動的に適用するには、[RebootHost 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。

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）
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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。

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。

[Reboot Host Immediately]チェックボックスがオフの場合、
サーバはすぐにリブートされ、新しい BIOS設定が有効にな
ります。そうでない場合、変更内容はサーバが手動でリブー

トされるまで保存されます。

[Save Changes]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 Values]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

変更を行わずにダイアログボックスを閉じます。[Cancel]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）

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順

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 [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。

[SaveChanges]をクリックした後で変更内容を自動的に適用するには、[RebootHost 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。

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。

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
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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 [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。

[SaveChanges]をクリックした後で変更内容を自動的に適用するには、[RebootHost 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。

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]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。

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

BIOSセットアップの開始

始める前に

•サーバの電源が投入されている。

•このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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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

始める前に

•サーバの電源が投入されている。

•このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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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 [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、[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。

BIOSプロファイル
CiscoUCS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。

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

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 [Configure BIOS Profile]タブをクリックします。
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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 Profile]
領域の [Upload]ボタンをクリックします。

ステップ 6 [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。

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 BIOS Profile from]ドロップダウンリ
スト

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。[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。

[サーバIP/ホスト名（Server IP/Hostname）]
フィールド

リモートサーバ上の BIOSプロファイルのパ
スおよびファイル名。

[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

リモートサーバのパスワード。[Password]フィールド

選択されたBIOSプロファイルをアップロード
します。

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）

[アップロード（Upload）]ボタン
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説明名前

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

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 Profile]
領域の [Upload]ボタンをクリックします。

ステップ 8 [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。

説明名前

アップロードする BIOSプロファイル。[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

次のタスク

BIOSプロファイルをアクティブにします。

BIOSプロファイルの有効化

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

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 [Configure BIOS Profile]タブをクリックします。

ステップ 5 [BIOS Profile]領域から BIOSプロファイルを選択し、[Activate]をクリックします。

ステップ 6 プロンプトで、[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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

サーバの管理

39

サーバの管理

BIOSプロファイルの有効化



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 [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 [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 [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。
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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 Profile Details]ウィンドウで、次の情報を確認します。

説明名前

BIOSプロファイルのトークン名が表示されます。[Token Name]カラム

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

アクティブな BIOS設定の値が表示されます。[Actual Value]カラム

永続メモリモジュール
Cisco UCS Sシリーズリリース 4.0(4)は、Intel® Optane™ Data Center永続メモリモジュール (第
二世代インテル

®Xeon® Scalableプロセッサに基づくUCMM5サーバ上)のサポートを導入しま
す。永続メモリモジュールは、第二世代インテル

® Xeon® Scalableプロセッサでのみ使用でき
ます。

永続メモリモジュールは、メモリの低遅延とストレージの永続化を実現する不揮発性メモリ

モジュールです。永続メモリモジュールに保存されているデータは、他のストレージデバイ

スに比べてすぐにアクセスでき、電源サイクルで保持されます。

永続メモリモジュールの設定の詳細については、『Cisco UCS: Intel® Optane™ Data Center永続
メモリモジュールの設定と管理』を参照してください。
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