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Cisco UCS E シリーズサーバおよび Cisco UCS E シリーズ
ネットワークコンピュートエンジンの概要

Cisco UCS E-Series Servers（Eシリーズサーバ）およびCisco UCS Eシリーズネットワークコン
ピュートエンジン（NCE）はサイズ、重量、電力の効率にすぐれたブレードサーバのファミリ
で、第 2世代の Ciscoサービス統合型ルータ（Cisco ISR G2）および Cisco ISR 4000シリーズに搭
載されています。これらのサーバは、オペレーティングシステム（MicrosoftWindowsやLinuxな
ど）上でベアメタルとして、あるいはハイパーバイザ（VMware vSphere Hypervisor、Microsoft
Hyper-V、CitrixXenServerなど）上で仮想マシンとして導入される、ブランチオフィスアプリケー
ション向けの汎用コンピューティングプラットフォームを提供します。

Eシリーズサーバは、汎用コンピューティングの強力な Intel Xeonプロセッサ用に特別に作られ
ています。また、シングル幅とダブル幅の 2種類のフォームファクタがあります。シングル幅
のEシリーズサーバは単一のサービスモジュール（SM）スロットに適しており、ダブル幅のEシ
リーズサーバは 2つの SMスロットに適しています。

NCEは価格と性能の点で最適化されたモジュールで、シスコのネットワークアプリケーションお
よび他の軽量な汎用アプリケーションをホストするようにビルドされています。これらは、SM、
NIM、および EHWICの 3つのフォームファクタで提供されます。SM Eシリーズ NCEは 1つの
SMスロットに、NIM Eシリーズ NCEは 1つの NIMスロットに、EHWIC Eシリーズ NCEは 2つ
の EHWICスロットに収納できます。
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（注） • EHWIC Eシリーズ NCEは Cisco ISR G2にのみ設置できます。

• NIM Eシリーズ NCEは Cisco ISR 4000シリーズにのみ設置できます。

• Cisco ISR 4331には SMスロットが 1つあります。 Cisco ISR 4321および Cisco ISR 4431
には SMスロットがありません。

• Citrix XenServerは Eシリーズサーバでのみサポートされます。

• Cisco UCS-E160S-M3/K9サーバは、ISR 4000シリーズでのみサポートされます。

サポートされている Eシリーズサーバおよび NCEの詳細、ルータごとにインストール可能な
サーバの最大数については、『Hardware Installation Guide for Cisco UCS E-Series Servers and the
Cisco UCS E-Series Network Compute Engine』の「Hardware Requirements」の項を参照してくだ
さい。

（注）

サーバソフトウェア
EシリーズサーバとNCEには、3つの主要なソフトウェアシステムが必要です。

• CIMCファームウェア

• BIOSファームウェア

•オペレーティングシステムまたはハイパーバイザ

CIMC ファームウェア

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）は、EシリーズサーバまたはNCEのマザーボード
に組み込まれている別の管理モジュールです。専用の ARMベースのプロセッサが（メインサー
バ CPUから独立して）CIMCファームウェアを実行します。システムには、現行バージョンの
CIMCファームウェアが付属しています。CIMCファームウェアは更新可能ですが、初期インス
トールは必要ありません。

CIMCはEシリーズサーバおよびNCE用の管理サービスです。WebベースのGUIまたは SSHベー
スの CLIを使用して、サーバにアクセスし、サーバを設定、管理、モニタできます。

BIOS ファームウェア

BIOSは、システム内のハードウェアを初期化し、ブート可能なデバイスを検出し、それらを指定
された順序でブートします。オペレーティングシステムを起動したり、オペレーティングシステ

ムが使用するハードウェアを設定したりします。使いやすい BIOS管理機能により、ハードウェ
アを操作したり、使用したりできます。他にもBIOSでは、システムを設定したり、ファームウェ
アを管理したり、BIOSエラーレポートを作成したりすることもできます。
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システムには、現行バージョンの BIOSファームウェアが付属しています。BIOSファームウェア
は更新可能ですが、初期インストールは必要ありません。

オペレーティングシステムまたはハイパーバイザ

メインサーバ CPUはMicrosoft Windowsや Linuxなどのオペレーティングシステム上で、または
ハイパーバイザ上で動作します。Microsoft Windows Serverまたは VMware vSphere Hypervisorが事
前にインストールされているEシリーズサーバまたはNCEを購入することも、独自のプラット
フォームをインストールすることもできます。

Eシリーズサーバまたは NCEでテストされたプラットフォームについては、『Release Notes
for Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute Engine』の「Software
Requirements」の項を参照してください。

（注）

CIMC の概要
Cisco IntegratedManagement Controller（CIMC）は、EシリーズサーバおよびNCE用の管理サービ
スです。CIMCはサーバ内で動作します。Webベースの GUIまたは SSHベースの CLIを使用し
て、サーバにアクセスし、サーバを設定、管理、モニタできます。

CIMCを使用すると次のサーバ管理タスクを実行できます。

•サーバの電源のオン、電源のオフ、電源再投入、リセット、およびシャットダウンを行う

•サーバのブート順を設定する

• RAIDレベルを管理する

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）

•サーバのプロパティとセンサーを表示する

•リモートプレゼンスを管理する

•ローカルユーザアカウントを作成して管理し、Active Directoryによるリモートユーザの認
証をイネーブルにする

• NICプロパティ、IPv4、VLAN、ネットワークセキュリティなど、ネットワーク関連の設定
を行う

• HTTP、SSH、IPMI over LAN、SNMPなどのコミュニケーションサービスを設定する

•証明書を管理する

•プラットフォームイベントフィルタを設定する
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• CIMCファームウェアを更新する

• BIOSファームウェアを更新する

•内部リポジトリからホストイメージをインストールする

•障害、アラーム、およびサーバのステータスをモニタする

•サーバ障害の発生時にテクニカルサポートデータを収集する

ほとんどすべてのタスクは、GUIインターフェイスと CLIインターフェイスのいずれでも実行で
きます。また、一方のインターフェイスで実行されたタスクの結果は、もう一方のインターフェ

イスにも表示されます。ただし、以下のことは実行できません。

• CIMC GUIを使用して CIMC CLIを呼び出すことはできない

• CIMC CLIで呼び出したコマンドを CIMC GUIに表示することはできない

• CIMC GUIから CIMC CLI出力を生成することはできない

CIMC CLI
CIMCCLIは、EシリーズサーバおよびNCE用のコマンドライン管理インターフェイスです。CIMC
CLIは、次の方法で起動できます。

•シリアルポートを使用する。

• SSHを介してネットワーク上で。

•ルータから。必要に応じて次のコマンドのいずれかを使用します。

◦ ucse slot session imc：Cisco ISR G2にインストールされている Eシリーズサーバおよび
SM Eシリーズ NCEで使用。Cisco IOS Release 15.2(4)M～15.4(2)Tで適用可能。

◦ ucse subslot slot/subslot session imc：Cisco ISR G2にインストールされている Eシリーズ
サーバ、SM EシリーズNCE、および EHWIC EシリーズNCEで使用。Cisco IOS Release
15.4(3)Mで適用可能。

◦ hw-module subslot slot/subslot session imc：Cisco ISR 4000シリーズにインストールされて
いる Eシリーズサーバおよび NIM Eシリーズ NCEで使用。

CLIユーザには、admin、user（コントロールはできるが設定はできない）、および read-onlyのい
ずれかのロールが与えられます。

コマンドモード

CLIのコマンドモードは階層構造になっており、EXECモードがこの階層の最高レベルとなりま
す。高いレベルのモードは、低いレベルのモードに分岐します。scopeコマンドを使用すると、高
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いレベルのモードから 1つ低いレベルのモードに移動し、exitコマンドを使用すると、モード階
層内の 1つ高いレベルに移動します。topコマンドを実行すると、EXECモードに戻ります。

ほとんどのコマンドモードは、管理対象オブジェクトに関連付けられています。scopeコマン
ドを実行すると、管理対象オブジェクトは作成されず、管理対象オブジェクトがすでに存在す

るモードにアクセスできるだけです。

（注）

各モードには、そのモードで入力できるコマンドのセットが含まれています。各モードで使用で

きるほとんどのコマンドは、関連付けられた管理対象オブジェクトに関係しています。割り当て

られているロールによっては、あるモードで使用できるコマンドのサブセットにしかアクセスで

きない場合があります。アクセスできないコマンドは非表示になります。

各モードの CLIプロンプトには、モード階層における現在のモードまでのフルパスが表示されま
す。これにより、コマンドモード階層での現在位置がわかりやすくなります。また、階層内を移

動する必要がある場合には、非常に便利な機能です。
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コマンドモード表

次の表に、最初の 4レベルのコマンドモード、各モードへのアクセスに使用するコマンド、およ
び各モードに関連付けられている CLIプロンプトを示します。

モードプロンプトアクセスするコマンドモード名

#任意のモードから topコマン
ド

EXEC

/bios #EXECモードから scope bios
コマンド

bios

/bios/advanced #BIOSモードから scope
advancedコマンド

advanced

/bios/main #BIOSモードから scope main
コマンド

main

/bios/server-management #BIOSモードから scope
server-managementコマンド

server-management

/certificate #EXECモードから scope
certificateコマンド

certificate

/chassis #EXECモードから scope
chassisコマンド

chassis

/chassis/dimm-summary #シャーシモードから scope
dimm-summary indexコマン
ド

dimm-summary

/chassis/storageadapter #シャーシモードから scope
storageadapter slotコマンド

storageadapter

このコマンドモードは

EHWICE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）

/chassis/storageadapter
/physical-drive #

storageadapterモードから
scope physical-drive
drive-numberコマンド

physical-drive

このコマンドモードは

EHWICE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）
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モードプロンプトアクセスするコマンドモード名

virtual-drive

このコマンドモードは

EHWICE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）

/chassis/storageadapter
/virtual-drive #

storageadapterモードから
scope virtual-drive
drive-numberコマンド

/cimc #EXECモードから scope cimc
コマンド

cimc

/cimc/import-export #cimcモードから scope
import-exportコマンド

import-export

/cimc/log #cimcモードから scope logコ
マンド

log

/cimc/log/server #ログモードから scope server
indexコマンド

server

/cimc/network #cimcモードから scope
networkコマンド

network

/cimc/network/ipblocking #ネットワークモードから

scope ipblockingコマンド

ipblocking

/cimc/tech-support #cimcモードから scope
tech-supportコマンド

tech-support

/fault #EXECモードから scope fault
コマンド

fault

/fault/pef #障害モードから scope pefコ
マンド

pef

/http #EXECモードから scope http
コマンド

http

/ipmi #EXECモードから scope ipmi
コマンド

ipmi

/kvm #EXECモードから scope kvm
コマンド

kvm

/ldap #EXECモードから scope ldap
コマンド

ldap
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モードプロンプトアクセスするコマンドモード名

power-cap /power-cap #EXECモードから scope
power-capコマンド

/remote-install #EXECモードから scope
remote-installコマンド

remote-install

/sel #EXECモードから scope sel
コマンド

sel

/sensor #EXECモードから scope
sensorコマンド

sensor

/snmp #EXECモードから scope snmp
コマンド

snmp

/snmp/trap-destination #snmpモードから scope
trap-destinationコマンド

trap-destination

/sol #EXECモードから scope sol
コマンド

sol

/ssh #EXECモードから scope ssh
コマンド

ssh

/user #EXECモードから scope user
user-numberコマンド

user

/user-session #EXECモードから scope
user-session session-numberコ
マンド

user-session

/vmedia #EXECモードから scope
vmediaコマンド

vmedia

コマンドの完了または終了

任意のモードで Tabキーを使用すると、コマンドを実行できます。コマンド名の一部を入力して
Tabを押すと、コマンド全体が表示されるか、または別のキーワードを選択するか引数値を入力
する必要があるところまで表示されます。
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スコープ内にある場合、exitコマンドで 1レベル上位に移動できます。たとえばスコープが
/chassis/dimm-summaryのときに exitを入力した場合、スコープは 1レベル上位の /chassisまで移
動します。

コマンド履歴

CLIでは、現在のセッションで使用したすべてのコマンドが保存されます。上矢印キーまたは下
矢印キーを使用すると、これまでに使用したコマンドを 1つずつ表示できます。上矢印キーを押
すと履歴内の直前のコマンドが、下矢印キーを押すと履歴内の次のコマンドが表示されます。履

歴の最後に到達すると、下矢印キーを押しても次のコマンドが表示されなくなります。

履歴内のすべてのコマンドは、履歴を 1つずつ表示し、目的のコマンドを再度呼び出し、Enterを
押すだけでもう一度実行することができます。このコマンドは手動で入力したように表示されま

す。また、コマンドを再度呼び出した後、実行する前にコマンドを変更することもできます。

保留コマンドのコミット、廃棄、および表示

CLIでコンフィギュレーションコマンドを入力する場合、commitコマンドを入力するまで、その
コマンドは適用されません。コミットされるまで、コンフィギュレーションコマンドは保留状態

となり、discardコマンドを入力して廃棄できます。保留中のコマンドについては、アスタリスク
（*）がコマンドプロンプトの前に表示されます。この例に示すように、commitコマンドを入力
するとそのアスタリスクは消えます。

Server# scope kvm
Server /kvm # set enabled yes
Server /kvm *# commit
Server /kvm #

複数のコマンドモードで保留中の変更を積み重ね、commitコマンド 1つでまとめて適用できま
す。任意のコマンドモードで show configuration pendingコマンドを入力して、保留中のコマンド
を表示できます。

複数のコマンドをまとめてコミットするのは、アトミック操作ではありません。失敗したコマ

ンドがあっても、成功したコマンドは適用されます。失敗したコマンドはエラーメッセージ

で報告されます。

（注）

同じスコープの中で行った変更をコミットするには、commitコマンドを使用しなければなり
ません。commitコマンドを使用して、別のスコープで行った変更の送信を試みると、エラー
が返されます。これらの変更は再実行し、再コミットする必要があります。

注意
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コマンド出力形式

ほとんどの CLI showコマンドでは、オプションの detailキーワードを指定でき、出力情報は表で
はなくリスト形式で表示されます。

出力情報を detailコマンドで表示する方法に応じて、次のコマンドのいずれかを使用します。

• set cli output default：見やすいデフォルト形式。コマンド出力は、コンパクトなリストで表
示されます。

次に、デフォルト形式のコマンド出力例を示します。

Server /chassis # set cli output default
Server /chassis # show hdd detail
Name HDD_01_STATUS:

Status : present
Name HDD_02_STATUS:

Status : present
Name HDD_03_STATUS:

Status : present

Server /chassis #

• set cli output yaml：スクリプトによって簡単に解析できるYAML形式。コマンド出力は、定
義された文字列で区切られた YAML Ain't Markup Language（YAML）データシリアル化言語
で表示されます。

次に、YAML形式のコマンド出力例を示します。
Server /chassis # set cli output yaml
Server /chassis # show hdd detail
---

name: HDD_01_STATUS
hdd-status: present

---
name: HDD_02_STATUS
hdd-status: present

---
name: HDD_03_STATUS
hdd-status: present

...

Server /chassis #

YAMLの詳細については、http://www.yaml.org/about.htmlを参照してください。

CLI に関するオンラインヘルプ
いつでも ?文字を入力して、コマンド構文の現在の状態で使用可能なオプションを表示すること
ができます。プロンプトに何も入力せずに「?」を入力すると、現在のモードで使用できるコマン
ドがすべて表示されます。コマンドの一部を入力して「?」を入力すると、その時点のコマンド構
文内の位置で使用可能なキーワードと引数がすべて表示されます。
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