
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（30ページ）
• BIOSの設定（31ページ）
• BIOSプロファイル（63ページ）
•永続メモリモジュール（67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。WebUIまたはCLIでは、ブート順およびブートモー
ドの変更、各デバイスタイプ下への複数のデバイスの追加、ブート順の並び替え、各デバイスタ

イプのパラメータの設定ができます。

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

Cisco IMCまたは BIOS設定で再度変更されるまで保持されます。

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 IMC2.0(x)のアップグレード中に、レガシーブート順は高精度ブート順に移行されます。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 [構成されたブート順序 (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、showboot-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、WebUI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。

• S3260 M4サーバは、Cisco IMC GUIおよび CLIインターフェイス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。

S3260 M5サーバでは、Cisco IMC GUIまたは CLIインターフェイスを使用して、目的のブー
ト順序を手動で構成する必要があります。

• 2.0(x)より前のブート順の設定がレガシーブート順と見なされます。実行中のバージョンが
2.0(x)の場合、Web UIでレガシーブート順を設定できませんが、CLIおよび XML APIを介
して設定できます。CLIで、set boot-order HDD,PXEコマンドを使用してこれを設定できま
す。CLIまたは XML APIを介してレガシーブート順を設定できますが、Web UIでは設定さ
れたこのブート順は表示されません。

•レガシーブート順の機能と高精度ブート順の機能は相互に排他的です。レガシーブート順ま
たは高精度ブート順のどちらかを設定できます。レガシーブート順を設定すると、設定され

たすべての高精度ブートデバイスがディセーブルになります。高精度ブート順を設定する

と、レガシーブート順の設定が消去されます。

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

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

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

Step 4 [BIOSプロパティ (BIOS Properties)]領域の [ブート順序の構成 (Configure Boot Order)]をクリッ
クします。

[ブート順序の構成 (Configure Boot Order)]ダイアログボックスが表示されます。

Step 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。
[Basic]タブ

説明名前

サーバのブートオプション。次の 1つ以上を選択できます。

• HDD：ハードディスクドライブ

• [FDD]：フロッピーディスクドライブ

• [CDROM]：ブート可能な CD-ROMまたは DVD

• [PXE]：PXEブート

• EFI：Extensible Firmware Interface

[Device Types]テーブル

選択したデバイスタイプを [BootOrder]テーブルに移動します。>>

選択したデバイスタイプを [Boot Order]テーブルから削除しま
す。

<<

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

れる順番に表示されます。

[Boot Order]テーブル

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。

Down

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。

Up

このページで加えた変更を保存する場合に、このボタンをクリッ

クします。

変更の保存
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説明名前

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。

[Close]ボタン

[Advanced]タブ

[ブートデバイスの追加 (Add Boot Device)]ペインに次のリンクのリストが表示されます。

•ローカル HDDの追加

• [Add PXE Boot]

• [Add SAN Boot]

• [Add iSCSI Boot

• [Add USB]

• [Add Virtual Media]

• [Add PCHStorage]

• [Add UEFISHELL]

• NVMEの追加

[高度なブート順序構成 (Advanced Boot Order Configuration)]ペインに、追加されたデバイスが表
示されます。適切なボタンを選択すると、次のアクションを実行できます。

• Enableまたは Disable

•修正

• [削除（Delete）]

• [クローン（Clone）]

•再適用

• Move Up

• Move Down

Step 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。

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。

サーバの管理
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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

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

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

Step 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。

Step 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

[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

サーバの管理
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説明名前

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存せ

ずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン

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
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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、[Virtual Media]をクリックし、次のパラメータを更新します。

説明名前

デバイスの名前。

この名前は、デバイスの作成後は変更できません。

[Name]フィールド

特定のデバイスタイプの下位のサブデバイスタイプ。これは、

次のいずれかになります。

• [KVM Mapped DVD]

• [Cisco IMC Mapped DVD]

• [KVM Mapped HDD]

• [Cisco IMC Mapped HDD]

• [KVM Mapped 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、[PCH Storage]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、[Add UEFI Shell]をクリックし、次のパラメータを更新し
ます。

説明名前

デバイスの名前。

この名前は、デバイスの作成後は変更できません。

[Name]フィールド

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 IMC SELのエラーログイベントが記
録されます。エラーメッセージが次のように表示されます。

System Software event: Post sensor, System Firmware error. EFI Load Image Security Violation. [0x5302]
was asserted .

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 2019

• Windows Server 2016

• ESX 6.7

• ESX 6.5

• ESXi 7.0

• Linux

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

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

Step 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。

Step 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。

サーバの管理
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UEFIセキュアブートのディセーブル化

手順

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

Step 4 [BIOSプロパティ（BIOSProperties）]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。

Step 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

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

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

Step 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。

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

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

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

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

Step 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。

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）
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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

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

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

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

Step 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

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウで、[Power Policies]タブをクリックします。

Step 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（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（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）

[Power Delay Type]

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

Step 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

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

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

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

Step 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。

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

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

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

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

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

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

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

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

サーバの管理
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電力プロファイル

電力制限によって、サーバの電力消費をアクティブに管理する方法が決定されます。電力制限オ

プションを有効にすると、システムは電力消費をモニタし、割り当てられた電力制限未満の値に

電力を維持します。サーバが電力制限を維持できない場合や、プラットフォームの電力を修正時

間内に指定された電力制限に戻すことができない場合は、電力制限によって、[PowerProfile]領域
の [Action]フィールドでユーザが指定したアクションが実行されます。

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

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

•自動電力制限プロファイル

•カスタム電力制限プロファイル

•温度による電力制限プロファイル

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

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

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

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

す。電力制限は各サーバボードのプラットフォームレベルで適用されるため、シャーシ全体の消

費電力に影響が及びます。

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

は、個々のサーバの電力制限を指定することが可能です。

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

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

電力プロファイルをデフォルトにリセット

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

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

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

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

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

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

説明名前

電力特性評価の進捗状況を表示します。次のい

ずれかになります。

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

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

• [CompletedSuccessfully]：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

サーバの管理

20

サーバの管理

電力制限の設定



説明名前

次の項目から構成されています。

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

シ電力の最小値。

[Auto ProfileMinimum]オプション
は、両方のサーバノードが存在

する場合にのみ使用可能になりま

す。

（注）

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

シャーシ電力の最小値。

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

[Chassis Power Characterization Range]

ヘルプアイコンの上にカーソルを移動すると、

テーブルにサーバの電源詳細が表示されます。

[Server Power Details]

Step 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

Step 5 [Save Changes]をクリックします。
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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

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

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

Step 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
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説明名前

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

（注）

[Priority Server]ドロップダウンリスト

指定した電力制限が修正用時間内に維持されな

い場合に実行されるアクション。

• [Alert]：Cisco IMCSEL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]

Step 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。
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手順

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

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

Step 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

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 IMCSEL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。
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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

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

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

Step 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。

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

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

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

Step 3 [Work]ペインで、[Power Monitoring]タブをクリックします。

Step 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。
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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、Day HH:MM:SSの形式で表示されます。

[Monitoring Period]

[シャーシ (Chassis)]の下に [モニタリング期間 (Monitoring Period)]が表示されます。

プラットフォーム、CPU、およびメモリ領域は、サーバ 1およびサーバ 2で使用できま
す。

（注）

Step 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]

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]

Step 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]

Step 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]
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説明名前

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]

Step 8 [ChartProperties]領域で、グラフ、コンポーネントを確認および更新し、消費電力の詳細を表示し
ます。

説明名前

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]

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 256 KB未満の場合に、ダウンロー
ドを行うと、別のファイルのセット（電力統計情報用

のファイルとホストサーバ使用率用のファイル）がダ

ウンロードされます。既存のファイルのサイズが 256
KBを超えると、次のファイルのセットが既存のファ
イルを上書きします。

（注）

[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。

•過去 1時間：5分おきのグラフを作成しま
す。

•過去 1日：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：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。

•シャーシ

• Server 1

• Server 2

[Component]ドロップダウンリスト

表示されるデフォルト値は Platformです。[Domain]ドロップダウンリスト
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説明名前

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）

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（ColumnChart）]：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（Last Week）]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
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説明名前

オンにすると、選択した期間に選択したコン

ポーネントが消費した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

グラフプロパティの設定

手順

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

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

Step 3 [Work]ペインで、[Power Monitoring]タブをクリックします。

Step 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。[ShowRangeFilter]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。[Show Markers]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）

Step 5 [Save Changes]をクリックします。

サーバの管理

29

サーバの管理

グラフプロパティの設定



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。

手順

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

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

Step 3 [Work]ペインで、[Power Monitoring]タブをクリックします。

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

ファイルはローカルダウンロードフォルダにダウンロードされます。

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

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

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

（注）

DIMMのブラックリスト化の設定

DIMMのブラックリスト化
Cisco IMCで、デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）の状態は、SELイベントレコー
ドに基づいています。BIOSがBIOSポスト中のメモリテスト実行時に 16000のエラー件数を伴う
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。
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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）

DIMMのブラックリストのイネーブル化

始める前に

•管理権限を持つユーザーとしてログインする必要があります。

手順

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

Step 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。

Step 3 作業ウィンドウの [Inventory]タブをクリックします。

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

BIOSの設定

Configuring BIOS Settings

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

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

Step 4 [Actions]領域で [Configure BIOS]をクリックします。

Step 5 次のタブを更新します。

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、本ガイドの「サーバモデ
ル別 BIOSパラメータ」の章を参照してください。

（注）
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1タブ個のタブで使用できるBIOSパラメータは、表示しているタブのパラメータだけで
はなく、すべての利用可能なタブのパラメータに影響を与える可能性があります。

重要

表 1 : [I/O]タブの BIOSのパラメータ

説明名前

オンにすると、ホストサーバが直ちに再起動されます。このチェック

ボックスは、変更を保存してからオンにする必要があります。

[Reboot Host
Immediately]チェック
ボックス

システムでレガシー USBデバイスをサポートするかどうか。次のいず
れかになります。

• [Disabled]：USBデバイスは、EFIアプリケーションでのみ使用でき
ます。

• [Enabled]：レガシー USBのサポートは常に使用できます。

[レガシー USBサポー
ト（Legacy USB
Support）]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。

• [Disabled]：プロセッサでの仮想化を禁止します。

• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティングシステムをそれ
ぞれ独立したパーティション内で実行できます。

このオプションを変更した場合は、設定を有効にするために

サーバの電源を再投入する必要があります。

（注）

[ダイレクト IOへの
Intel VT（Intel VT for
directed IO）]ドロップ
ダウンリスト

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

• [Disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートしません。

• [Enabled]：プロセッサで VT-d Coherencyを必要に応じて使用しま
す。

[Intel VTD coherencyサ
ポート（Intel VTD
coherency support）]ド
ロップダウンリスト

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services（ATS）をサポート
するかどうか。次のいずれかになります。

• [Disabled]：プロセッサで ATSをサポートしません。

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

[Intel VTD ATSサポー
ト（Intel VTD ATS
support）]ドロップダウ
ンリスト
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説明名前

Intel Volume Management Device (VMD)は、NVMe SSDを管理および集
約するためのハードウェアロジックを提供する PCIe NVMe SSD向けで
す。

これは次のいずれかになります。

•有効:堅牢で安定したホットプラグ、ステータス LED管理などの利
点を有効にします。

•無効:堅牢で安定したホットプラグ、ステータス LED管理などの利
点を無効にします。

デフォルト値：無効。

VMDを設定するには、『CPUユーザーガイドの Intel®仮想 RAID』と
『CPUの Intel®仮想 RAID』を参照してください。

[VMD Enable (VMDの
有効化)]ドロップダウ
ンリスト

Cisco UCS C480 M5サーバでサポートされている VMDおよびサポート
されていないポートの詳細は次のとおりです。

Cisco UCS C480 NVMe SKU (32ドライブ NVMEシステム)

• DMI接続ポート7、8、および 23は、VMDをサポートしていませ
ん。

•その他の 29個のポートはすべて、VMDをサポートしています。

Cisco UCS C480非 NVMe SKU

• DMI接続ポート 1、2、および 18は、VMDをサポートしていませ
ん。

•ポート7、8、9、10、15、16、17、23、24は、VMDをサポートし
ます。

オプション ROMがすべての LOMポートで使用できるかどうか。次の
いずれかになります。

• [無効（Disabled）]：すべてのポートでオプションROMを無効にし
ます。

• [有効（Enabled）]：すべてのポートでオプション ROMを有効にし
ます。

[すべてのオンボード
LOM Oprom（All
Onboard LOMOprom）]
ドロップダウンリスト
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説明名前

オプション ROMが LOMポート 0で使用できるかどうか。次のいずれ
かになります。

• [無効（Disabled）]：LOMポート 0でオプション ROMを使用でき
ません。

• [有効（Enabled）]：LOMポート 0でオプションROMを使用できま
す。

[オンボード LOMポー
ト 0 Oprom（Onboard
LOM Port0 Oprom）]ド
ロップダウンリスト

オプション ROMが LOMポート 1で使用できるかどうか。次のいずれ
かになります。

• [無効（Disabled）]：LOMポート 1でオプション ROMを使用でき
ません。

• [有効（Enabled）]：LOMポート 1でオプションROMを使用できま
す。

[オンボード LOMポー
ト 1 Oprom（Onboard
LOM Port1 Oprom）]ド
ロップダウンリスト

サーバが nで指定した PCIeカードスロットにあるオプション ROMを
使用できるかどうか。次のいずれかになります。

• [無効（Disabled）]：スロット nのオプションROMは使用できませ
ん。

• [有効（Enabled）]：スロットnのオプションROMは使用可能です。

[PCIeスロット nOprom
（Pcie Slot n Oprom）]
ドロップダウンリスト

このオプションでは、MLOMスロットに接続された PCIeアダプタのオ
プション ROMの実行を制御することができます。次のいずれかになり
ます。

• [無効（Disabled）]：MLOMスロットに接続されているPCIeアダプ
タのオプション ROMを実行しません。

• [有効（Enabled）]：MLOMスロットに接続されている PCIeアダプ
タのオプション ROMを実行します。

[MLOM Oprom]ドロッ
プダウンリスト

このオプションでは、HBAスロットに接続された PCIeアダプタのオプ
ション ROMの実行を制御することができます。次のいずれかになりま
す。

• [無効（Disabled）]：HBAスロットに接続されているPCIeアダプタ
のオプション ROMを実行しません。

• [有効（Enabled）]：HBAスロットに接続されている PCIeアダプタ
のオプション ROMを実行します。

[HBA Oprom]ドロップ
ダウンリスト

サーバの管理

34

サーバの管理

Configuring BIOS Settings



説明名前

このオプションでは、SSD:NVMe1スロットに接続されたPCIeアダプタ
のオプション ROMの実行を制御することができます。次のいずれかに
なります。

• [無効（Disabled）]：SSD:NVMe1スロットに接続されている PCIe
アダプタのオプション ROMを実行しません。

• [有効（Enabled）]：SSD:NVMe1スロットに接続されているPCIeア
ダプタのオプション ROMを実行します

[フロント NVME1
Oprom（Front NVME1
Oprom）]ドロップダウ
ンリスト

このオプションでは、SSD:NVMe2スロットに接続されたPCIeアダプタ
のオプション ROMの実行を制御することができます。次のいずれかに
なります。

• [無効（Disabled）]：SSD:NVMe2スロットに接続されている PCIe
アダプタのオプション ROMを実行しません。

• [有効（Enabled）]：SSD:NVMe2スロットに接続されているPCIeア
ダプタのオプション ROMを実行します

[フロント NVME2
Oprom（Front NVME2
Oprom）]ドロップダウ
ンリスト

このオプションを使用すると、PCIe HBAスロットに装着されているア
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。

• [無効（Disabled）]：最大速度は制限されません。

• [自動（Auto）]：システムは許容最大速度を選択します。

• [GEN1]：最大2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速度が許可
されます。

• [GEN2]：最大 5 GT/sまでの速度が許可されます。

• [GEN3]：最大 8 GT/sまでの速度が許可されます。

[HBAリンク速度
（HBALink 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 MLOMスロットに装着されている
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。

• [無効（Disabled）]：最大速度は制限されません。

• [自動（Auto）]：システムは許容最大速度を選択します。

• [GEN1]：最大2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速度が許可
されます。

• [GEN2]：最大 5 GT/sまでの速度が許可されます。

• [GEN3]：最大 8 GT/sまでの速度が許可されます。

[MLOMリンク速度
（MLOMLink Speed）]
ドロップダウンリスト
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説明名前

システム IOコントローラ n（SIOCn）アドオンスロット（nによって
示される）のリンク速度。次のいずれかになります。

• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙されませ
ん。

• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。リンク速度は自動的に
割り当てられます。

• [GEN1]：リンク速度は第 1世代まで到達可能です。

• [GEN2]：リンク速度は第 2世代まで到達可能です。

• [GEN3]：リンク速度は第 3世代まで到達可能です。

[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

NVMeフロントスロット 1のリンク速度。次のいずれかになります。

• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙されませ
ん。

• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。リンク速度は自動的に
割り当てられます。

• [GEN1]：リンク速度は第 1世代まで到達可能です。

• [GEN2]：リンク速度は第 2世代まで到達可能です。

• [GEN3]：リンク速度は第 3世代まで到達可能です。

[フロントNVME1リン
ク速度（Front NVME1
Link Speed）]ドロップ
ダウンリスト

NVMeフロントスロット 2のリンク速度。次のいずれかになります。

• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙されませ
ん。

• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。リンク速度は自動的に
割り当てられます。

• [GEN1]：リンク速度は第 1世代まで到達可能です。

• [GEN2]：リンク速度は第 2世代まで到達可能です。

• [GEN3]：リンク速度は第 3世代まで到達可能です。

[フロントNVME2リン
ク速度（Front NVME2
Link Speed）]ドロップ
ダウンリスト
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説明名前

NVMe背面のスロット 1のリンク速度。次のいずれかになります。

• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙されませ
ん。

• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。リンク速度は自動的に
割り当てられます。

• [GEN1]：リンク速度は第 1世代まで到達可能です。

• [GEN2]：リンク速度は第 2世代まで到達可能です。

• [GEN3]：リンク速度は第 3世代まで到達可能です。

[リアNVME1リンク速
度（Rear NVME1 Link
Speed）]ドロップダウ
ンリスト

NVMe背面のスロット 2のリンク速度。次のいずれかになります。

• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙されませ
ん。

• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。リンク速度は自動的に
割り当てられます。

• [GEN1]：リンク速度は第 1世代まで到達可能です。

• [GEN2]：リンク速度は第 2世代まで到達可能です。

• [GEN3]：リンク速度は第 3世代まで到達可能です。

[リアNVME2リンク速
度（Rear NVME2 Link
Speed）]ドロップダウ
ンリスト

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
デバイスの優先順位を設定できます。次のいずれかになります。

• [オンボード（OnBoard）]：オンボードVGAデバイスが優先されま
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）]：PCIEグラフィックスアダプタが優先さ
れます。BIOSポスト画面および OSブートは外部グラフィックス
アダプタポート経由で駆動されます。

• [オンボードを無効（OnBoardDisabled）]：PCIEグラフィックスア
ダプタが優先され、オンボード VGAデバイスは無効になります。
オンボード VGAが無効の場合、vKVMは機能しません。

[VGA優先順位（VGA
Priority）]ドロップダウ
ンリスト
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説明名前

PCH SATAオプション ROMモードを選択できます。次のいずれかにな
ります。

• [LSI SW Raid]：SATAコントローラと sSATAコントローラを LSI
SW Raidの raidモードに設定します。

• [無効（Disabled）]：SATAコントローラと sSATAコントローラを
無効にします。

[P-SATA OptionROM]
ドロップダウンリスト

Serial Advanced Technology Attachment（SATA）ソリッドステートドラ
イブ（SSD）の動作モード。次のいずれかになります。

• [AHCI]：

SATAコントローラと sSATAコントローラの両方を AHCIモード
に設定します。

• [LSI SW Raid]：SATAコントローラと sSATAコントローラを LSI
SW Raidの raidモードに設定します。

• [無効（Disabled）]：SATAコントローラと sSATAコントローラを
無効にします。

[M2.SATA OptionROM]
ドロップダウンリスト

背面パネルのUSBデバイスが有効か無効か。次のいずれかになります。

• [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。

[リア USBポート
（USB Port Rear）]ド
ロップダウンリスト

前面パネルのUSBデバイスが有効か無効か。次のいずれかになります。

• [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。

[フロント USBポート
（USB Port Front）]ド
ロップダウンリスト

サーバの管理

38

サーバの管理

Configuring BIOS Settings



説明名前

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。

• [無効（Disabled）]：内部の 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）]：内部の USBポートを有効にします。これらの
ポートに接続されるデバイスは、BIOSおよびオペレーティングシ
ステムによって検出されます。

[内部 USBポート
（USB Port Internal）]
ドロップダウンリスト

vKVMポートが有効になっているか、無効になっているか。次のいずれ
かになります

• [無効（Disabled）]—vKVMキーボードと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)]—vKVMキーボードとマウスデバイスを有効にし
ます。

[KVM USBポート
（USB Port KVM）]ド
ロップダウンリスト

SDカードが有効か無効か。次のいずれかになります。

• [無効（Disabled）]：SDカードの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）]：SDカードのポートを有効にします。これらの
ポートに接続されるデバイスは、BIOSおよびオペレーティングシ
ステムによって検出されます。

[SDカードUSBポート
（USB Port SD Card）]
ドロップダウンリスト

PXEの IPv6サポートを有効または無効にします。次のいずれかになり
ます

• : PV6 PXEのサポートは利用できません。

• :IPV6 PXEのサポートを常に利用できます。

[IPV6 PXEサポート
（IPV6 PXE Support）]
ドロップダウンリスト

PXEの IPv4サポートを有効または無効にします。次のいずれかになり
ます

• : IPV4 PXEのサポートは利用できません。

• : IPV4 PXEのサポートを常に利用できます。

[IPV4 PXEサポート
(IPV4 PXE Support)]ド
ロップダウンリスト
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説明名前

このオプションでは、IPv6と IPv4をモニタできます。次のいずれかに
なります

• :ネットワークスタックのサポートは使用できません。

無効にすると、 IPV4PXEサポートに設定された値はシス
テムに影響しません。

（注）

• :ネットワークスタックのサポートを常に利用できます。

[Network Stack (ネット
ワークスタック)]ド
ロップダウンリスト

表 2 : [サーバ管理（Server Management）]タブの BIOSパラメータ

説明名前

[ホストを即座にリブート（Reboot Host
Immediately）]チェックボックスがオフの場合、
サーバはすぐにリブートされ、新しい BIOS設
定が有効になります。そうでない場合、変更内

容はサーバが手動でリブートされるまで保存さ

れます。

[Reboot Host Immediately]チェックボックス

ウォッチドッグタイマーが切れた場合にシステ

ムで実行されるアクション。次のいずれかにな

ります。

• [電源オフ（PowerOff）]：OSのブート中に
ウォッチドッグタイマーの期限が切れた場

合、サーバの電源がオフになります。

• [Reset]：OSのブート中にウォッチドッグ
タイマーが切れた場合、サーバはリセット

されます。

このオプションは [OS Boot Watchdog
Timer]を有効にする場合にのみ適用さ
れます。

（注）

[OSブートウォッチドッグタイマーポリシー
（OS Boot Watchdog Timer Policy）]ドロップダ
ウンリスト
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説明名前

BIOSが指定されたタイムアウト値でウォッチ
ドッグタイマーをプログラムするかどうか。次

のいずれかになります。

• [Disabled]：サーバのブートにかかる時間を
トラッキングするためにウォッチドッグタ

イマーは使用されません。

• [有効（enabled）]：サーバがブートにかか
る時間をウォッチドッグタイマーで追跡し

ます。サーバのブートが [OSブートウォッ
チドッグタイマータイムアウト（OS Boot
Watchdog Timer Timeout）]フィールドで指
定された時間内に完了しない場合は、Cisco
IMCによってエラーがログに記録され、[OS
ブートウォッチドッグポリシー（OS Boot
WatchdogPolicy）]フィールドで指定された
アクションが実行されます。

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

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（5Minutes）]：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。

このオプションは [OSブートウォッ
チドッグタイマー（OSBootWatchdog
Timer）]を有効にした場合にのみ適用
されます。

（注）

[OSブート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
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説明名前

シリアルポートの伝送速度として使用される

ボーレート。[Console Redirection]を無効にする
場合は、このオプションを使用できません。次

のいずれかになります。

• [9.6k]：9,600ボーレートが使用されます。

• [19.2k]：19,200ボーレートが使用されま
す。

• [38.4k]：38,400ボーレートが使用されま
す。

• [57.6k]：57,600ボーレートが使用されま
す。

• [115.2k]：115,200ボーレートが使用されま
す。

この設定は、リモートターミナルアプリケー

ション上の設定と一致している必要がありま

す。

[ボーレート（Baud Rate）]ドロップダウンリ
スト

POSTおよびBIOSのブート中に、シリアルポー
トをコンソールリダイレクションに使用できる

ようにします。OSが起動した後は、コンソー
ルリダイレクトは関係ありません。次のいずれ

かになります。

• [シリアルポートA（Serial Port A）]：POST
中にシリアルポート Aでコンソールリダ
イレクションを有効にします。

• [シリアルポートB（Serial Port B）]：POST
中にシリアルポート Bでコンソールリダ
イレクションを有効にします。

• [無効（Disabled）]：POST中にコンソール
リダイレクションは発生しません。

[コンソールリダイレクション（Console
Redirection）]ドロップダウンリスト
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説明名前

このオプションを[有効（Enabled）]にすると、
次のようになります。

メモリトレーニングは毎回のブートでは実行さ

れず、BIOSは、保存されたメモリトレーニン
グの結果を毎回のリブートで使用します。

毎回のブートでメモリトレーニングが実行され

るいくつかの例外には、次のものがあります。

BIOSの更新、CMOSのリセット、CPUやメモ
リの設定変更、SPDまたは実行時の修正不可能
なエラー、または、前回のブートから 24時間
以上経過している場合。

このオプションが [無効（Disabled）]の場合、
毎回のブートでメモリトレーニングが行われま

す。

デフォルト値：[有効（Enabled）]。

[高速ブート（Fast Boot）]オプション
を無効にするには、エンドユーザは

次のトークンを下記の説明のとおりに

設定する必要があります。

[適応型メモリトレーニング（Adaptive
Memory Training）]を [無効
（Disabled）]に

[BIOS Techlogレベル（BIOS Techlog
level）]を [標準（Normal）]に

[OptionROM起動最適化（OptionROM
Launch Optimization）]を [無効
（Disabled）]に

（注）

適応型メモリトレーニング
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説明名前

このオプションは、 BIOS techログファイルの
メッセージのタイプを示します。

ログファイルには、次のタイプのいずれかを指

定できます。

• [最小（Minimum）]：重要なメッセージが
ログファイルに表示されます。

• [標準（Normal）]：警告およびロードメッ
セージがログファイルに表示されます。

• [最大（Maximum）]：標準に加え、情報関
連のメッセージがログファイルに表示され

ます。

デフォルト値：[最小（Minimum）]

このオプションは、主に、内部のデ

バッグを目としています。

（注）

[BIOS Techlogレベル（BIOS Techlog Level）]

このオプションが [有効（Enabled）]の場合、
ブート順序のポリシーに存在するコントローラ

にのみ OptionROMsが起動されます。

オンボードストレージコントローラ、

Emulex FCアダプタおよび GPUコン
トローラなどのいくつかのコントロー

ラについて、ブート順序のポリシーに

含まれていなくても、OptionROMが
起動されます。

（注）

このオプションが [無効（Disabled）]の場合、
すべての OptionROMsが起動されます。

デフォルト値：[有効（Enabled）]

[OptionROM起動最適化（OptionROM Launch
Optimization）]

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。

[CDNコントロール（CDN Control）]ドロップ
ダウンリスト
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説明名前

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。

• [Disabled]：FRB2タイマーは使用されませ
ん。

• [Enabled]：POST中に FRB2タイマーが開
始され、必要に応じてシステムの回復に使

用されます。

[FRB 2タイマー（FRB 2 Timer）]ドロップダウ
ンリスト

フロー制御にハンドシェイクプロトコルを使用

するかどうか。送信要求/クリアツーセンド
（RTS/CTS）を使用すると、隠れた端末問題が
原因で発生する可能性があるフレームコリジョ

ンを減らすことができます。次のいずれかにな

ります。

• [None]：フロー制御は使用されません。

• [RTS/CTS]：RTS/CTSがフロー制御に使用
されます。

この設定は、リモートターミナルア

プリケーション上の設定と一致してい

る必要があります。

（注）

[フロー制御（Flow Control）]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-PLUS]：サポートされている
VT100-plusビデオ端末とその文字セットが
使用されます。

• [VT-UTF8]：UTF-8文字セットのビデオ端
末が使用されます。

[ターミナルタイプ（Terminal Type）]ドロップ
ダウンリスト
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表 3 : [セキュリティ（Security）]タブの BIOSパラメータ

説明名前

[ホストを即座にリブート（Reboot Host
Immediately）]チェックボックスがオフの場合、
サーバはすぐにリブートされ、新しい BIOS設
定が有効になります。そうでない場合、変更内

容はサーバが手動でリブートされるまで保存さ

れます。

[Reboot Host Immediately]チェックボックス

信頼されたプラットフォームモジュール

（TPM）は、主に暗号キーを使用する基本的な
セキュリティ関連機能を提供するように設計さ

れたマイクロチップです。このオプションを使

用すると、システムの TPMセキュリティデバ
イスサポートを制御できます。次のいずれかを

指定できます。

• [Disabled]：サーバはTPMを使用しません。

• [Enabled]：サーバは TPMを使用します。

オペレーティングシステムがこの機

能をサポートするかどうかについて

は、オペレーティングシステムのベ

ンダーに問い合わせください。

（注）

[信頼されたプラットフォームモジュールのサ
ポート（Trusted Platform Module Support）]ド
ロップダウンリスト

このトークンでは、F2 BIOS設定を使用する前
にBIOSパスワードを設定する必要があります。
有効にすると、IO設定、BIOSセットアップ、
BIOSを使用したオペレーティングシステムへ
の起動など、BIOS機能にアクセスする前にパ
スワードを検証する必要があります。次のいず

れかを指定できます。

• [無効 (Disabled)]：サポートは無効になって
います。

• [有効（Enabled）]：サポートは有効になっ
ています。

[電源オンパスワード（Power On Password）]ド
ロップダウンリスト
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表 4 : [プロセッサ（Processor）]タブの BIOSパラメータ

説明名前

プロセッサで Intel Virtualization Technology
（VT）を使用するかどうか。このテクノロジー
では、1つのプラットフォームで、複数のオペ
レーティングシステムとアプリケーションをそ

れぞれ独立したパーティション内で実行できま

す。次のいずれかになります。

• [Disabled]：プロセッサでの仮想化を禁止し
ます。

• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレー
ティングシステムをそれぞれ独立したパー

ティション内で実行できます。

[Intel Virtualization Technology]ドロップダウン
リスト

拡張APICサポートをイネーブルまたはディセー
ブルにできます。次のいずれかになります。

• [有効（Enabled）]：APICサポートを有効に
します

• [無効（Disabled）]：APICサポートを無効
にします。

[拡張 APIC（Extended APIC）]ドロップダウン
リスト

C1ステートに入ったときに、CPUが最小周波
数に移行するかどうか。次のいずれかになりま

す。

• [Disabled]：CPUは C1ステートでも引き続
き最大周波数で動作します。

• [Enabled]：CPUは最小周波数に移行しま
す。このオプションでは C1ステートで節
約される電力量が最大になります。

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）

[プロセッサ C1E（Processor C1E）]ドロップダ
ウンリスト
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説明名前

BIOSからオペレーティングシステムに C6レ
ポートを送信するかどうか。OSはレポートを
受信すると、プロセッサを電力量の少ない C6
状態に移行してエネルギー使用量を減らし、最

適なプロセッサパフォーマンスを維持できま

す。次のいずれかになります。

• [Disabled]：BIOSからC6レポートを送信し
ません。

• [Enabled]：BIOSから C6レポートを送信
し、OSがプロセッサを電力量の少ない C6
状態に移行できるようにします。

[CPUPowerManagement]を [カスタム
（Custom）]に設定する必要がありま
す。そのようにしない場合、このパラ

メータの設定は無視されます。

（注）

このオプションを使用できるのは一部

の Cシリーズサーバだけです。
（注）

[プロセッサC6レポート（ProcessorC6Report）]
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ディセーブルにしま

す。この設定は、損害、ワームの増殖、および

特定クラスの悪意のあるバッファオーバーフ

ロー攻撃を防止するのに役立ちます。次のいず

れかになります。

• [Disabled]：プロセッサでメモリ領域を分類
しません。

• [Enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類
します。

オペレーティングシステムがこの機

能をサポートするかどうかについて

は、オペレーティングシステムのベ

ンダーに問い合わせください。

（注）

[XDビット（Execute Disable Bit）]ドロップダ
ウンリスト
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説明名前

プロセッサでインテルターボブーストテクノ

ロジーを使用するかどうか。このテクノロジー

では、仕様よりも低い電力、温度、または電圧

でプロセッサが動作していると、自動的にその

プロセッサの周波数が上がります。次のいずれ

かになります。

• [Disabled]：プロセッサの周波数は自動的に
は上がりません。

• [Enabled]：必要に応じてプロセッサでTurbo
Boost Technologyが利用されます。

[CPUPowerManagement]を [カスタム
（Custom）]に設定する必要がありま
す。そのようにしない場合、このパラ

メータの設定は無視されます。

（注）

[Intel Turbo Boost Tech]ドロップダウンリスト

プロセッサで拡張版 IntelSpeedStepテクノロジー
を使用するかどうか。このテクノロジーでは、

プロセッサの電圧やコア周波数をシステムが動

的に調整できます。このテクノロジーにより、

平均電力消費量と平均熱発生量が減少する可能

性があります。次のいずれかになります。

• [Disabled]：プロセッサの電圧または周波数
を動的に調整しません。

• [Enabled]：プロセッサで Enhanced Intel
SpeedStepTechnology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。

[CPUPowerManagement]を [カスタム
（Custom）]に設定する必要がありま
す。そのようにしない場合、このパラ

メータの設定は無視されます。

（注）

[Enhanced Intel SpeedStep Tech]ドロップダウン
リスト
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説明名前

プロセッサでインテルハイパースレッディング

テクノロジーを使用するかどうか。このテクノ

ロジーでは、マルチスレッドソフトウェアア

プリケーションのスレッドを各プロセッサ内で

並列に実行できます。次のいずれかになりま

す。

• [Disabled]：プロセッサでのハイパースレッ
ディングを禁止します。

• [Enabled]：プロセッサでの複数スレッドの
並列実行を許可します。

[Intel HyperThreading Tech]ドロップダウンリス
ト

この機能を使用すると、ワークロードを最適化

できます。オプションは [Balanced]と [I/O
Sensitive]です。

• NUMA

• UMA

[Workload Configuration]ドロップダウンリスト

サーバ上の 1つ以上の物理コアをディセーブル
にできます。次のいずれかになります。

• [All]：すべての物理コアをイネーブルにし
ます。これにより、関連付けられている論

理プロセッサコアで Hyper Threadingもイ
ネーブルになります。

• [1]～ [28]：サーバで実行可能な論理プロ
セッサコアの数を指定します。各物理コア

には、論理コアが関連付けられています。

オペレーティングシステムがこの機

能をサポートするかどうかについて

は、オペレーティングシステムのベ

ンダーに問い合わせください。

（注）

[コアマルチプロセッシング（Core
MultiProcessing）]ドロップダウンリスト
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説明名前

CPUがサブ NUMAクラスタリングをサポート
するかどうか。そのクラスタリングでは、タグ

ディレクトリとメモリチャネルは常に同じ領域

にあります。次のいずれかになります。

• [disabled][Disabled]：サブNUMAクラスタリ
ングは発生しません。

• [enabled][Enabled]：サブNUMAクラスタリ
ングが発生します。

• [自動（Auto）][自動（auto）]：BIOSかサブ
NUMAのクラスタリングされるかが決ま
ります。

[Sub NUMA Clustering]ドロップダウンリスト

XPTプリフェッチを使用して、最後のレベルの
キャッシュに読み取り要求を送信できるように

して、その要求のコピーをメモリコントローラ

のプリフェッチャに発行するかどうか。次のい

ずれかになります。

• [disabled][Disabled]：CPUはXPT Prefetchオ
プションを使用しません。

• [enabled][Enabled]：CPUはXPTプリフェッ
チオプションを有効にします。

[XPT Prefetch]ドロップダウンリスト

UPIプリフェッチは、DDRバス上でメモリ読み
込みが早期に開始されるようにするメカニズム

です。これは次のいずれかになります。

• [無効（disabled）][無効（Disabled）]：プロ
セッサでキャッシュデータをプリロードし

ません。

• [有効（enabled）][有効（Enabled）]：UPIプ
リフェッチャで最も関連性が高いと判断さ

れたデータを含むL1キャッシュをプリロー
ドします。

[UPIプリフェッチ（UPI Prefetch）]ドロップダ
ウンリスト
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説明名前

システムパフォーマンスまたはエネルギー効率

がこのサーバで重要かどうかを判断できます。

次のいずれかになります。

• [パフォーマンス（Performance）]：サーバ
では、すべてのサーバコンポーネントに全

電力を常時提供します。このオプションで

は、最高レベルのパフォーマンスが維持さ

れ、最大量の電力が必要となります。

• [バランスパフォーマンス（Balanced
Performance）]：サーバは、すべてのサーバ
コンポーネントに、パフォーマンスと電力

のバランスを保つのに十分な電力を提供し

ます。

• [バランス電力（BalancedPower）]：サーバ
は、すべてのサーバコンポーネントに、パ

フォーマンスと電力のバランスを保つのに

十分な電力を提供します。

• [電力（Power）]：サーバは、すべてのサー
バコンポーネントに、消費電力の低減を維

持するのに最大の電力を提供します。

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

BIOSまたは OSによってエネルギーパフォー
マンスのバイアス調整をオンにできるかどうか

を指定します。オプションは [BIOS]と [OS]で
す。

• [bios][BIOS]：

エネルギー効率を調整する場合は [BIOS]を
選択します。

• [os][OS]：

エネルギー効率を調整する場合は [OS]を選
択します。

[電力パフォーマンスの調整（Power Performance
Tuning）]ドロップダウンリスト
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説明名前

プロセッサが LLCプリフェッチメカニズムを
使用して日付をLLCにフェッチするかどうか。
次のいずれかになります。

• [disabled][Disabled]：プロセッサでキャッ
シュデータをプリロードしません。

• [enabled][Enabled]：LLCPrefetcher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。

[LLC Prefetch]ドロップダウンリスト
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説明名前

アイドル時にサーバコンポーネントが使用でき

る電力量。次のいずれかになります。

• [no-limit][制限なし（No Limit）]：サーバ
は、使用可能な任意のCステートに入るこ
とがあります。

• [自動（auto）][自動（Auto）]：物理的な高
度をCPUが決定します。

• [C0C1ステート（C0C1 State）]：サーバは
すべてのサーバコンポーネントに常にフル

パワーを提供します。このオプションで

は、最高レベルのパフォーマンスが維持さ

れ、最大量の電力が必要となります。

• [C2]：CPUのアイドル時に、システムの電
力消費をC1オプションよりもさらに低減し
ます。この場合、必要な電力は C1または
C0よりも少なくなりますが、サーバがハイ
パフォーマンスモードに戻るのに要する時

間が少し長くなります。

• [C6保持なし（C6NonRetention）]：CPUの
アイドル時に、C3オプションよりもさらに
電力消費が低減されます。このオプション

を使用すると、C0、C1、または C3よりも
電力量が節約されますが、サーバがフルパ

ワーに戻るまでにパフォーマンス上の問題

が発生する可能性があります。

• [C6保持（C6Retention）]：CPUのアイドル
時に、C3オプションよりもさらに電力消費
が低減されます。このオプションを使用す

ると、C0、C1、または C3よりも電力量が
節約されますが、サーバがフルパワーに戻

るまでにパフォーマンス上の問題が発生す

る可能性があります。

[パッケージのCステート（PackageCState）] ド
ロップダウンリスト
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説明名前

プロセッサハードウェアのPステートを有効に
します。次のいずれかになります。

• [disabled][Disabled]：HWPMがディセーブル
になります。

• [hwpm-native-mode][HWPM Native Mode]：
HWPMネイティブモードがイネーブルにな
ります。

• [hwpm-oob-mode][HWPM OOB Mode]：
HWPMアウトオブボックスモードがイネー
ブルになります。

• [Native Mode with no Legacy]（GUIのみ）

[ハードウェア Pステート（Hardware P-States）]
ドロップダウンリスト

[Intel Speed Select (Intelの速度選択)]モードで
は、ユーザーは異なる速度とコアを使用して

CPUを実行できます。

次のいずれかになります。

•基本):ユーザーは最大コアおよび熱設計電
力 (TDP)比率にアクセスすることができま
す。

•設定 1ユーザーは基本より小さいコアと
TDP比率にアクセスできます。

•設定 2ユーザーは設定 1より小さいコアと
TDP比率にアクセスできます。

デフォルト値:基本。

[Intel Speed Select (Intelの速度選択)]ドロップ
ダウンリスト

表 5 : [メモリ（Memory）]タブの BIOSパラメータ

説明名前

オンにすると、ホストサーバが直ちに再起動さ

れます。このチェックボックスは、変更を保存

してからオンにする必要があります。

[Reboot Host Immediately]チェックボックス
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説明名前

サーバに対するメモリの信頼性、可用性、およ

びサービス性（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。

• ADDDCのスペアリング:適応可能な仮想
ロックステップは、ADDDCモードをサポー
トするためにハードウェアおよびファーム

ウェアで実装されるアルゴリズムです。選

択すると、アルゴリズムがアクティブにな

るまでシステムのパフォーマンスが最適化

されます。このアルゴリズムは、DRAMデ
バイスで障害が発生した場合にアクティブ

になります。アルゴリズムがアクティブに

なると、仮想ロックステップリージョンが

アクティブになり、実行時に障害が発生し

たリージョンが動的にマッピングされ、パ

フォーマンスへの影響はリージョンレベル

で制限されます。

• [ミラーモード 1LM（MirrorMode 1LM）]：
システムのメモリの半分をバックアップと

して使用することにより、システムの信頼

性が最適化されます。

•部分的なミラーモード 1LM:部分的な
DIMMミラーリングによって完全なミラー
コピーを保持するのではなく、メモリセル

の特定の領域のミラーコピーが作成されま

す。部分的なミラーリングでは、部分的な

ミラーコピーの属性を使用して、メモリ

マップにミラー領域が作成されます。最大

4個の部分的なミラーを使用して、合計メ
モリ容量の最大50%をミラーリングできま
す。

[メモリ RAS構成の選択（Select Memory RAS
configuration）]ドロップダウンリスト
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説明名前

4GB以上のMMIOを有効または無効にします。
次のいずれかになります。

• [Disabled]：サーバでは 64ビット PCIデバ
イスの I/Oを 4 GB以上のアドレス空間に
マッピングしません。

• [Enabled]：サーバで 64ビットPCIデバイス
の I/Oを 4GB以上のアドレス空間にマッピ
ングします。

PCIデバイスが 64ビット対応でも、
レガシーなオプション ROMを使用す
る場合は、この設定をイネーブルにし

ても正しく機能しない場合がありま

す。

（注）

[4G以上の復号化（Above4GDecoding）]ドロッ
プダウンリスト

BIOSがDCPMMファームウェアのダウングレー
ドをサポートしているかどうか。次のいずれか

になります。

• [無効 (Disabled)]：サポートは無効になって
います。

• [有効（Enabled）]：サポートは有効になっ
ています。

[DCPMM Firmware Downgrade (DCPMMファー
ムウェアのダウングレード)]ドロップダウンリ
スト

部分的なメモリサイズは、パーセンテージまた

は GB単位のいずれかです。次のいずれかにな
ります。

•割合:部分的なメモリのミラーはパーセン
テージで定義されます。

•値 (GB):部分的なメモリミラーは GBで定
義されます。

•無効:部分的なメモリミラーが無効になり
ます。

[Partial Memory Mirror Mode (部分メモリミ
ラーモード)]ドロップダウンリスト

4GBを超えてミラーリングするメモリの割合。

0～ 60の整数を入力します。

[部分的なミラーパーセンテージ (Partial Mirror
percentage)]フィールド
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説明名前

最初の部分メモリミラーのサイズ (GB)。

0～ 65535の整数を入力します。

すべての部分的なミラーの合計メモリ

サイズは、物理メモリサイズの 50%
を超えないようにする必要がありま

す。

（注）

[部分ミラー 1サイズ (GB) (Partial Mirror1 Size
in GB)]フィールド

2番目の部分メモリミラーのサイズ (GB単位)。

0～ 65535の整数を入力します。

すべての部分的なミラーの合計メモリ

サイズは、物理メモリサイズの 50%
を超えないようにする必要がありま

す。

（注）

[部分ミラー 2サイズ (GB) (Partial Mirror2 Size
in GB)]フィールド

3番目の部分メモリミラーのサイズ (GB単位)。

0～ 65535の整数を入力します。

すべての部分的なミラーの合計メモリ

サイズは、物理メモリサイズの 50%
を超えないようにする必要がありま

す。

（注）

[部分ミラー 3サイズ (GB) (Partial Mirror3 Size
in GB)]フィールド

4番目の部分メモリミラーのサイズ (GB単位)。

0～ 65535の整数を入力します。

すべての部分的なミラーの合計メモリ

サイズは、物理メモリサイズの 50%
を超えないようにする必要がありま

す。

（注）

[部分ミラー 4サイズ (GB) (Partial Mirror4 Size
in GB)]フィールド

このオプションを使用して、物理メモリの上限

のサイズを GB単位で減らします。

0～ 65535の整数を入力します。

[メモリサイズ制限 (GB) (Memory Size Limit in
GB)]フィールド
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説明名前

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)]：サポートは無効になって
います。

• [有効（Enabled）]：サポートは有効になっ
ています。

[NUMA]ドロップダウンリスト

不正な外部 DMAからの脅威を緩和する PCI
BMEビットを無効にできます。次のいずれかに
なります。

• [無効 (disabled)]: PCI BMEビットは BIOS
で無効になっています。

• [有効 (Enabled): PCI BMEビットはBIOSで
有効になっています。

[BME DMA移行 (BME DMA Mitigation)]ドロッ
プダウンリスト

Cisco IMCは、指定された障害のある行から指
定されたスペア行へのアクセスを永続的に再

マッピングする、ハードPPRをサポートしてい
ます。

次のいずれかになります。

• [ハード PPR (Hard PPR)]:サポートは有効
になっています。

ハード PPRは、 [メモリ RAS設
定 (Memory RAS Configuration)]
が [ADDDCスペア (ADDDC
Sparing)]に設定されている場合に
のみ使用できます。他のRAの選
択では、この設定を Disabledに
設定する必要があります。

（注）

• [無効 (Disabled)]：サポートは無効になって
います。

[ディスクタイプの選択 (Select Disk Type)]ド
ロップダウンリスト
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表 6 : [電力/パフォーマンス（Power/Performance）]タブの BIOSパラメータ

説明名前

オンにすると、ホストサーバが直ちに再起動されます。この

チェックボックスは、変更を保存してからオンにする必要があ

ります。

[Reboot Host Immediately]チェッ
クボックス

プロセッサで、インテルハードウェアプリフェッチャが必要に

応じてデータおよび命令ストリームをメモリから取得し、統合

2次キャッシュに入れることを許可するかどうか。次のいずれ
かになります。

• [Disabled]：ハードウェアプリフェッチャは使用しません。

• [Enabled]：プロセッサで、キャッシュの問題が検出された
ときにプリフェッチャを使用します。

[ハードウェアプリフェッチャ
（Hardware Prefetcher）]ドロッ
プダウンリスト

プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数または

奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。次のいずれか

になります。

• [Disabled]：プロセッサで必要な行のみを取得します。

• [Enabled]：プロセッサで必要な行およびペアの行の両方を
取得します。

[隣接キャッシュラインプリ
フェッチャ（AdjacentCacheLine
Prefetcher）]ドロップダウンリ
スト

プロセッサで DCU IPプリフェッチメカニズムを使用して履歴
キャッシュアクセスパターンを分析し、L1キャッシュ内で最
も関連性の高い行をプリロードします。次のいずれかになりま

す。

• [Disabled]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求を予測し
ようとせず、明示的に要求された行のみを取得します。

• [Enabled]：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ストリーマプリフェッチ
（DCU Streamer Prefetch）]ド
ロップダウンリスト

プロセッサで DCU IPプリフェッチメカニズムを使用して履歴
キャッシュアクセスパターンを分析し、L1キャッシュ内で最
も関連性の高い行をプリロードします。次のいずれかになりま

す。

• [Disabled]：プロセッサでキャッシュデータをプリロードし
ません。

• [Enabled]：DCUIPプリフェッチャで最も関連性が高いと判
断されたデータを含むL1キャッシュをプリロードします。

[DCU IPプリフェッチャ（DCU
IP Prefetcher）]ドロップダウン
リスト
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説明名前

上記のオプションに対しCPUパフォーマンスプロファイルを設
定します。次のいずれかになります。

• [Enterprise]：すべてのオプションがイネーブルです。

• [HPC]：すべてのオプションが有効になります。この設定
はハイパフォーマンスコンピューティングとも呼ばれま

す。

• [高スループット（Hight Throughput）]：DCU IPプリフェッ
チャのみが有効になります。残りのオプションは無効にな

ります。

• [カスタム（Custom）]：パフォーマンスプロファイルのす
べてのオプションをサーバの BIOSセットアップから設定
できます。また、[ハードウェアプリフェッチャ（Hardware
Prefetcher）]オプションと [隣接キャッシュラインプリ
フェッチャ（Adjacent Cache Line Prefetcher）]オプションも
同様に設定できます。

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

BIOSセットアップの開始

始める前に

•サーバの電源が投入されている。

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

手順

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

Step 4 [Actions]領域で [Enter BIOS Setup]をクリックします。

Step 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。
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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

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

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

Step 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。

手順

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

Step 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。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

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

Step 5 サーバをすぐに再起動する場合は、[はい (Yes)]をクリックします。

Step 6 [OK]をクリックして確定します。
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BIOSデフォルトの復元

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。

手順

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

Step 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。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

Step 4 [アクション (Actions)]領域で、[デフォルトの復元 (Restore Defaults)]をクリックします。

Step 5 サーバをすぐにリブートする場合、[はい (Yes)]をクリックします。

Step 6 [OK]をクリックして確定します。

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 S3260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。
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手順

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

Step 4 [Configure BIOS Profile]タブをクリックします。

Step 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。

Step 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。[UploadBIOSProfile
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
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説明名前

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

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

Step 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。

Step 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。
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手順

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

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

Step 4 [Configure BIOS Profile]タブをクリックします。

Step 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。

Step 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。

手順

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

Step 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。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

Step 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。

Step 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

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

Step 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。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

Step 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。
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Step 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

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

Step 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。

Step 3 作業ウィンドウの [BIOS]タブをクリックします。

Step 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。

Step 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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