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新機能および変更された機能に関する情報
次の表は、CMCの最新リリースに関するガイドでの主な変更点の概要を示したものです。

表 1：『Getting Started Guide for Cisco UCS E-Series Servers for CIMC Release 3.1.1』での新しい機能と重要な変更点

参照先説明機能

概要Cisco ISR 4000シリーズに
UCS-E160S-M3/K9の設置に対するサ
ポートが追加されました。

UCS-E160S-M3/K9サーバのサポート

Eシリーズサーバの外部 TE2または
TE3インターフェイスによるCIMCア
クセスの設定：Cisco ISR 4000シリー
ズ

外部TE2/TE3インターフェイスを使用
した CIMCアクセスの設定手順。

CIMCアクセスの設定
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b_Getting_Started_Guide_chapter_010.pdf#unique_9
b_Getting_Started_Guide_chapter_0100.pdf#unique_10
b_Getting_Started_Guide_chapter_0100.pdf#unique_10
b_Getting_Started_Guide_chapter_0100.pdf#unique_10
b_Getting_Started_Guide_chapter_0100.pdf#unique_10


表 2：『Getting Started Guide for Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E シリーズネットワークコンピュートエンジン for CIMC
Release 3.0.1』での新しい機能と重要な変更点

参照先説明機能

概要NIM Eシリーズネットワークコン
ピュートエンジン（NIM Eシリーズ
NCE）のサポート。

NIM Eシリーズネットワークコン
ピュートエンジンサポート

管理ファームウェアにアクセスするた

めの設定

NIM EシリーズNCEが Cisco ISR 4000
シリーズにインストールされる場合の

CIMCアクセスの設定手順。

CIMCアクセスの設定

ルータとEシリーズサーバまたはNCE
間の接続の設定

Cisco ISR 4000シリーズと NIM Eシ
リーズNCE間の内部接続の設定手順。

ルータと NIM Eシリーズ NCEとの接
続の設定

ファームウェアのアップグレード『Host Upgrade Utility User Guide for
Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco
UCSE-Series Network Compute Engine』
に記載されていた情報を含む。

CIMC Release 3.0.1以降は、個別の
『Host Upgrade Utility User Guide』は
サポートされていません。『Host
UpgradeUtility UserGuide』に記載され
ていたすべての情報が、このガイドに

統合されています。

ホストアップグレードユーティリティ

対象読者
このガイドは、次の 1つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。

•サーバ管理

•ストレージ管理

•ネットワーク管理

•ネットワークセキュリティ
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b_Getting_Started_Guide_chapter_0100.pdf#unique_11
b_Getting_Started_Guide_chapter_0100.pdf#unique_11
b_Getting_Started_Guide_chapter_01000.pdf#unique_12
b_Getting_Started_Guide_chapter_01000.pdf#unique_12
b_Getting_Started_Guide_chapter_01001.pdf#unique_13


マニュアルの構成

説明Title章

EシリーズサーバおよびNCEをすばやくセットアップし、
使用するためのコマンドおよび手順をリストします。

クイックスタートの

基本設定

第 1章

製品、ハードウェアおよびソフトウェア要件、およびEシ
リーズサーバとNCEのオプションの概要について説明し
ます。

概要第 2章

EシリーズサーバまたはNCEをルータへインストールする
方法について説明します。

Eシリーズサーバま
たはNCEのルータへ
のインストール

第 3章

CIMCアクセスを設定するためのオプションについて説明
します。

管理ファームウェア

にアクセスするため

の設定

第 4章

CIMCの概要と、CIMCにログインする方法について説明
します。

管理ファームウェア

のアクセス

第 5章

RAIDオプションと、RAIDの設定方法について説明しま
す。

RAID機能はEシリーズサーバおよび SM Eシ
リーズ NCEに適用されます。RAID機能は
EHWIC Eシリーズ NCEおよび NIM Eシリーズ
NCEには適用されません。

（注）

RAIDを使用したス
トレージの管理

第 6章

オペレーティングシステムをインストールする方法につ

いて説明します。

オペレーティングシ

ステムのインストー

ル

第 7章

ルータとEシリーズサーバまたはNCEの接続を設定する方
法について説明します。

ルータとEシリーズ
サーバまたはNCEの
接続の設定

第 8章

ファームウェアをアップグレードするオプションについて

説明します。

ファームウェアの

アップグレード

第 9章

Cisco SRE-Vと Eシリーズサーバ、Eシリーズサーバと
NCE、Cisco ISR G2とCisco ISR 4000シリーズの設定の違
いについて説明します。

設定上の違い付録 A
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説明Title章

Cisco ISR G2とEシリーズサーバまたはNCEの設定に使用
する Cisco IOSコマンドのリストを示します。

Cisco IOSソフトウェ
アコマンドリファ

レンス：Cisco ISR
G2

付録 B

Cisco ISR 4000シリーズとEシリーズサーバを設定するた
めの Cisco IOSコマンドのリストを示します。

Cisco IOSソフトウェ
アコマンドリファ

レンス：Cisco ISR
4000シリーズ

付録 C

表記法

説明テキストのタイプ

タブの見出し、領域名、フィールドラベルなどのGUI要素は、イタリッ
ク体（italic）で示しています。

ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルなどのメイン

タイトルは、ボールド体（bold）で示しています。

GUI要素

表示どおりにユーザが入力するテキストやユーザが押すキーは、この

フォント（例：this font）で示しています。
ユーザ入力

マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。マニュアルのタイトル

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

システム出力

CLIコマンドのキーワードは、ボールド体（this font）で示しています。

CLIコマンドの引数は、このフォント（例：this font）で示しています。

CLIコマンド

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]

どれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

{x | y | z}

どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

[x | y | z]

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみなされます。

string
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説明テキストのタイプ

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま

す。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで

示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

!、#

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、

ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ヒント

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき

ます。

ワンポイントアドバイス

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger.You are in a situation that could cause bodily injury.Before you work
on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard
practices for preventing accidents.Use the statement number provided at the end of each warning to locate
its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

警告

関連資料
『Documentation Guide for Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute
Engine』にはすべての製品ドキュメントへのリンクが示されています。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/e/1.0/roadmap/e_series_road_map.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/e/1.0/roadmap/e_series_road_map.html


マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、HTMLドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。
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