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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

表記法
テキストのタイプ

表示

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メインタイトル] のように示しています。

マニュアルのタイトル 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。
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はじめに
表記法

テキストのタイプ

表示

TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

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。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体（例：this font）で示してい
ます。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（例：this font）で示していま
す。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

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。

string

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。

<>

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）

「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。

ヒント

「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。
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はじめに
関連する Cisco UCS ドキュメント

ワンポイント アドバイス

「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。

注意

「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。

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての
警告を参照してください。
これらの注意事項を保管しておいてください。

関連する Cisco UCS ドキュメント
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの完全なリストについては、『Cisco UCS B-Series Servers
Documentation Roadmap』（URL：http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc）を参照し
てください。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
管理用の UCS Manager と統合されたラック サーバでサポートされるファームウェア バージョン
とサポートされる UCS Manager バージョンについては、『Release Bundle Contents for Cisco UCS
Software』を参照してください。
その他のマニュアル リソース
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Twitter の Cisco UCS Docs をフォローしてください。

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、mailto:ucs-docfeedback@cisco.com までご連絡ください。ご協力をよろしくお願い
いたします。
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マニュアルに関するフィードバック
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新機能および変更情報
• 新機能および変更情報, 1 ページ

新機能および変更情報
Cisco UCS Manager リリース 3.1(3) の新機能と変更された動作
表 1：

機能

説明

参照先

カスタム ユーザ レベル

サービス プロファイルにカス アセット タグ値の設定, （232
タム ラベル フィールドが追加 ページ）
されました。サーバで稼働して
いるオペレーティング システ
ムまたはハイパーバイザは、
SMBIOS アセット タグ フィー
ルドを介してこのフィールドを
認識します。

診断

Cisco UCS Manager 診断ツール Cisco UCS Manager 診断の概要,
では、サーバのハードウェア （399 ページ）
コンポーネントの状態を検証で
きます。
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新機能および変更情報

機能

説明

参照先

ハードウェア インベントリ不
一致エラー

UCSM がサーバ ハードウェア ハードウェア変更検出ポリ
コンポーネントの変更を検出す シー, （359 ページ）
ると、クリティカルハードウェ
ア インベントリ不一致エラー
が発生します。エラーをクリア
してハードウェア インベント
リを完了するには、サーバを確
認する必要があります。

電力トランザクション ログ

電力トランザクション ログが Power Transition Log の表示, （
追加されました。これは、最後 84 ページ）
の 5 つのサーバ電力遷移、最新
の電力遷移の電力遷移ソース
タイムスタンプ、および同一
ソースからの最後の連続サーバ
電力遷移の回数を記録するログ
です。

グラフィックス カード ポリ
シー

このリリースではグラフィック グラフィックス カード ポリ
ス カード サポートが拡張さ
シー, （323 ページ）
れ、グラフィックス カード ポ
リシーからグラフィックスカー
ド モードを変更できるように
なりました。

Smart SSD

Cisco UCS Manager では SSD ヘ Smart SSD, （66 ページ）
ルスのモニタリングがサポート
されています。この機能は
Smart SSD 機能と呼ばれます。

Cisco UCS Manager リリース 3.1(2) の新機能と変更された動作
機能

説明

参照先

更新された電源同期ポリシー

Cisco UCS Manager は、サービ
ス プロファイルの電源状態が
オンに設定されている場合、
シャロー ディスカバリの後、
ブレード サーバの電源をオン
にしません。

電源同期ポリシー, （43 ペー
ジ）
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電源同期ポリシーの作成, （46
ページ）
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サーバ管理の概要
• サーバ管理の概要, 3 ページ
• Cisco UCS Manager ユーザ CLI マニュアル, 3 ページ

サーバ管理の概要
Cisco UCS Manager では、一般的なサーバ導入と複雑なサーバ導入を管理できます。たとえば、最
初のシャーシで取得される冗長なサーバ アクセス レイヤとなる 1 ペアのファブリック インター
コネクト（FI）を用いた一般的な導入を管理でき、それらを最大 20 台のシャーシと 160 台の物理
サーバまで拡張することができます。これは、環境のワークロードをサポートするために、ブレー
ド サーバとラック マウント サーバの組み合わせとなる場合があります。さらにサーバを追加し
て、引き続き、サーバのプロビジョニング、デバイス検出、インベントリ、設定、診断、監視、
障害検出、監査を実行できます。
デフォルトでは、Cisco UCS 6332 40 GB FI、UCS Mini 6324 40 GB FI、および UCS 6200 シリーズ
10 GB FI には一元管理が含まれます。1 つのコンソールから同じドメイン内にある UCS ブレード
サーバとラックマウント サーバを管理できます。また、Cisco UCS Manager から UCS Mini を管理
することもできます。
最適なサーバ パフォーマンスを確保するために、サーバに割り当てる電力量を設定できます。ま
た、サーバのブートポリシー、サーバの起動元となる場所、ブートデバイスの起動順序を設定で
きます。UCS B シリーズ ブレード サーバおよび UCS Mini 用のサービス プロファイルを作成し
て、サーバに割り当てることができます。サービス プロファイルを使用して、BIOS 設定、セキュ
リティ設定、vNIC と vHBA の数、およびサーバに適用するその他の設定を割り当てることができ
ます。

Cisco UCS Manager ユーザ CLI マニュアル
Cisco UCS Manager では、次の表に示す、使用例を基本とした従来よりもコンパクトな新しいマ
ニュアルが用意されています。
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サーバ管理の概要
Cisco UCS Manager ユーザ CLI マニュアル

ガイド

説明

『Cisco UCS Manager Getting Started Guide』

Cisco UCS アーキテクチャのほか、Cisco UCS
Manager の初期設定や構成のベスト プラクティ
スなど、稼働前に必要な操作について説明して
います。

『Cisco UCS Manager Administration Guide』

パスワード管理、ロールベースのアクセスの設
定、リモート認証、通信サービス、CIMC セッ
ション管理、組織、バックアップと復元、スケ
ジュール オプション、BIOS トークンおよび遅
延展開について説明しています。

『Cisco UCS Manager Infrastructure Management
Guide』

Cisco UCS Manager によって使用および管理さ
れる物理インフラストラクチャと仮想インフラ
ストラクチャのコンポーネントについて説明し
ます。

『Cisco UCS Manager Firmware Management
Guide』

ファームウェアのダウンロードと管理、自動イ
ンストール によるアップグレード、サービス
プロファイルによるアップグレード、ファーム
ウェアの自動同期によるエンドポイントでの直
接アップグレード、機能カタログの管理、展開
シナリオ、およびトラブルシューティングにつ
いて説明しています。

『Cisco UCS Manager Server Management Guide』 新しいライセンス、Cisco UCS Central への Cisco
UCS ドメインの登録、電力制限、サーバのブー
ト、サーバ プロファイルおよびサーバ関連ポリ
シーについて説明しています。
『Cisco UCS Manager Storage Management Guide』 Cisco UCS Manager の SAN や VSAN など、スト
レージ管理のあらゆる側面について説明してい
ます。
『Cisco UCS Manager Network Management
Guide』

Cisco UCS Manager の LAN や VLAN 接続など、
ネットワーク管理のあらゆる側面について説明
しています。

『Cisco UCS Manager System Monitoring Guide』 Cisco UCS Manager における、システム統計を
含むシステムおよびヘルス モニタリングのあら
ゆる側面について説明しています。
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サーバ ライセンスの管理
• ライセンス, 5 ページ
• C ダイレクト ラックのライセンスのサポート, 8 ページ
• ファブリック インターコネクトのホスト ID の入手, 9 ページ
• ライセンスの取得, 10 ページ
• ライセンスのインストール, 10 ページ
• ファブリック インターコネクトにインストールされているライセンスの表示, 11 ページ
• ファブリック インターコネクトのライセンス使用状況の表示, 13 ページ
• ライセンスのアンインストール, 15 ページ

ライセンス
各 Cisco UCS ファブリック インターコネクトには、いくつかのポート ライセンスが付属していま
す。これらはプレインストールされ、ハードウェアとともに出荷されます。ファブリック イン
ターコネクトは、完全ライセンスまたは部分ライセンスで購入できます。また、納入後に追加ラ
イセンスを購入することもできます。
次の 4 つの新しいライセンスは 6300 シリーズ FI 向けに追加され、6332 および 6332-16UP FI での
み有効です。
• 40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG：40 GB イーサネット ポート用ライセンス
• 40G_ETH_C_PORT_ACTIVATION_PKG：ラック サーバに直接接続された（C ダイレクト）
40 GB イーサネット ポート用ライセンス
• 10G_C_PORT_ACTIVATION_PKG：ラック サーバに直接接続された（C ダイレクト）6332-16UP
の最初の 16 個の 10 GB ユニファイド ポート用ライセンス
• 10G_PORT_ACTIVATION_PKG：6332-16UP の最初の 16 個の 10 GB ユニファイド ポート用
ライセンス
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ライセンス

（注）

10G_PORT_ACTIVATION_PKG および 10G_C_PORT_ACTIVATION_PKG ライ
センスは 6332-16UP FI でのみ有効で、それらにだけインストールできます。

次のライセンスは、S3260 システム がアプライアンス（アプライアンス ポート）または Cisco UCS
Manager 管理ノード（サーバ ポート）として FI に接続されている場合に使用されます。
表 2：S3260 システム ライセンス要件

FI モデル

ライセンス

6200

ETH_PORT_ACTIVATION_PKG

6332

40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG

6332-16UP

10G_PORT_ACTIVATION_PKG

各ファブリック インターコネクトは、少なくとも次のライセンス数がプリインストールされた状
態で出荷されます。
ファブリック インターコネクト

デフォルトの基本ライセンス

Cisco UCS 6248（ユニファイド ポート）

拡張モジュールの最初の 12 個の有効なイーサ
ネット ポートおよび任意のファイバ チャネル
ポート用。

Cisco UCS 6296（ユニファイド ポート）

拡張モジュールの最初の 18 個の有効なイーサ
ネット ポートおよび任意のファイバ チャネル
ポート用。

Cisco UCS 6324

4 個の非ブレークアウト ポート専用。ライセン
スを含まない 5 番目のポートは、さらに 4 個の
10 GB ポートに分割されます。

Cisco UCS 6332 16UP

4 個の 40 GB ポートと 8 個の 10 GB ポート用。
（注）

Cisco UCS 6332

最初の 16 個のポートは 10 GB です。
残りは 40 GB です。

8 個の 40 GB ポート用。

ポート ライセンスの使用
ポート ライセンスは物理ポートにバインドされません。ライセンスされているポートをディセー
ブルにすると、そのライセンスは次にイネーブルにされたポートで使用されます。追加の固定ポー
トを使用するには、それらのポート用のライセンスを購入し、インストールする必要があります。
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ライセンス

タイプ（ファイバ、イーサネット）に関係なく、ポートがイネーブルの場合は、すべてのポート
がライセンスを使用します。
6332 および 6332-16UP プラットフォームで使用可能なブレークアウト対応ポートの場合は、ポー
トがブレークアウト ポートで、そのポートが引き続き 40 GB ライセンスを 1 つだけ使用する場合
でも、40 GB のライセンスがメイン ポートに適用されたままになります。

（注）

重要

ポートの初期設定でそれをイネーブルにし、ライセンスを使用します。

製品の世代間でライセンスを移動させることはできません。6200 シリーズ ファブリック イン
ターコネクト用に購入したライセンスを使用して 6300 シリーズ ファブリック インターコネク
トのポートをイネーブルにすることはできません。その逆も同様です。
各 Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクト にはポート ライセンスが付属します。このラ
イセンスは工場でインストールされ、ハードウェアと共に出荷されます。このライセンスは 8 個
の 40 GB ユニファイド ポートに対応し、サポートされているあらゆる用途に使用できます。C ダ
イレクト ポート ライセンスは猶予期間にプレインストールされ、Cisco UCS ラック サーバで使用
できます。
猶予期間
ライセンスがインストールされていないポートを使用しようとすると、Cisco UCS は 120 日間の
猶予期間を開始します。猶予期間は、最初にライセンスなしでポートを使用した時点から測定さ
れ、有効なライセンス ファイルがインストールされると一時停止されます。猶予期間中に使用さ
れた時間数はシステムに保存されます。

（注）

各物理ポートには固有の猶予期間があります。1 つのポートで猶予期間を開始しても、すべて
のポートの猶予期間が開始するわけではありません。
ライセンスされているポートの設定を解除すると、そのライセンスは、猶予期間内で機能してい
るポートに移行されます。複数のポートが猶予期間内で動作している場合、ライセンスは猶予期
間の終了が最も近いポートに移動されます。
ハイ アベイラビリティ構成
フェールオーバー中の不整合を避けるため、クラスタ内の両方のファブリック インターコネクト
に同数のライセンスされたポートを用意することを推奨します。均衡が保たれていない状態で
フェールオーバーが発生すると、Cisco UCS は欠けているライセンスを有効化して、フェールオー
バー ノードで使用される各ポートに対して猶予期間を開始します。
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C ダイレクト ラックのライセンスのサポート
各 Cisco UCS ファブリック インターコネクトは、デフォルトの数のポート ライセンスが工場で付
与され、ハードウェアと一緒に出荷されます。C ダイレクト サポートは、ラック サーバに接続さ
れたポートのみカバーします。 10G_C_PORT_ACTIVATION_PKG および
40G_ETH_C_PORT_ACTIVATION _PKG は、既存のライセンス機能と同じプロパティがすべて設
定された既存のライセンス パッケージに追加されます。[下位数量（Subordinate Quantity）] プロ
パティは、ラック サーバに接続されたポートを追跡するために、10G_PORT_ACTIVATION_PKG
および 40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG に追加されます。
Cisco UCS Manager GUI の [ライセンス（License）] タブに、新しいライセンスとそのライセンス
の [下位数量（Subordinate Quantity）] が表示されます。scope license の下で show feature コマンド
および show usage コマンドを使用して、ライセンス機能、ベンダー バージョン タイプ、各ライ
センスの猶予期間を表示することもできます。
ラック サーバに接続されたポートは、ライセンスが使用可能であるか、またはライセンスが使用
中でない場合に、既存の 10G_PORT_ACTIVATION_PKG および 40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
を使用できます。それ以外の場合は、10G_C_PORT_ACTIVATION_PKG および
40G_ETH_C_PORT_ACTIVATION を購入してライセンスの猶予期間を無効にする必要がありま
す。
10 GB ポートでの変更はありません。10G_PORT_ACTIVATION_PKG および
10G_C_PORT_ACTIVATION_PKG ライセンス パッケージには、既存の
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG および ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG ライセンス機能と同じ
プロパティがすべて含まれています。
設定と制約事項
• C ダイレクト ラック ライセンス機能は、CIMC ポートではなく、FI に直接接続されたラック
サーバ ポートを構成します。10G_C_PORT_ACTIVATION_PKG および
40G_ETH_C_PORT_ACTIVATION_PKG のデフォルトの数量は常に 0 です。
• 40 GB ポートまたは 40 GB ブレークアウト ポート配下のブレークアウト ポートが接続なし
で有効な場合、このポートには 40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG（使用可能な場合）に
基づいてライセンスが割り当てられます。このポートがタイム ラグの後にダイレクト コネ
クト ラック サーバに接続されると、ライセンスの完全な再割り当てがトリガーされ、この
ポートは、次のライセンス割り当てシナリオのいずれかで処理されます。
40 GB ブレークアウト ポート配下のブレークアウト ポートがイネーブルで、そのポートがダ
イレクト コネクト ラック サーバに接続され、40G_C_PORT_ACTIVATION_PKG ライセンス
ファイルが FI にインストールされている場合は、次のライセンス割り当てが行われます。
• ブレークアウト ポート配下の他のポートがイネーブルでない場合は、
40G_C_PORT_ACTIVATION_PKG に基づいて親の 40 GB ポートにライセンスが割り当
てられ、使用済み数量がこのインスタンスに増分されます。
• 他のポートが有効で、1 つ以上のポートがダイレクト コネクト ラック サーバに接続さ
れていない場合は、ポートが使用されていない場合でも、
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40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG に基づいて親の 40 GB ポートにライセンスが割り
当てられ、使用済み数量がこのインスタンスに増分されます。
• 40 GB ブレークアウト ポート配下のブレークアウト ポートがイネーブルで、そのポートがダ
イレクト コネクト ラック サーバに接続され、40G_C_PORT_ACTIVATION_PKG ライセンス
ファイルが FI にインストールされていない場合は、次のライセンス割り当てが行われます。
◦ ブレークアウト ポート配下のポートがイネーブルでない場合は、
40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG に基づいて親の 40 GB ポートにライセンスが割り
当てられます。ライセンスが 40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG で使用可能な場合
は、下位の数量が増分されます。ライセンスが使用可能でない場合は、この機能の使用
済み数量が増分され、ポート全体が猶予期間に入ります。
◦ 他のポートが有効で、1 つ以上のポートがダイレクト コネクト ラック サーバに接続さ
れていない場合は、ポートが使用されていない場合でも、
40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG に基づいて親の 40 GB ポートにライセンスが割り
当てられ、使用済み数量がこのインスタンスに増分されます。

ファブリック インターコネクトのホスト ID の入手
ホスト ID はシリアル番号とも呼ばれます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope license

ライセンス モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /license # show
server-host-id

ファブリック インターコネクトのホスト ID ま
たはシリアル番号を入手します。
ヒント

等号（=）の後ろに表示されるホスト
ID 全体を使用します。

次に、ファブリック インターコネクトのホスト ID を入手する例を示します。
UCS-A# scope license
UCS-A /license # show server-host-id
Server host id:
Scope Host Id
----- ------A
VDH=SSI12121212
B
VDH=SSI13131313
UCS-A /license #

次の作業
シスコから必要なライセンスを入手します。
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ライセンスの取得
（注）

このプロセスは、このマニュアルのリリース後に変更される場合があります。このマニュアル
の手順が 1 つ以上当てはまらない場合は、シスコの担当者にライセンス ファイルの入手方法
をお問い合わせください。

はじめる前に
次を入手します。
• ファブリック インターコネクトのホスト ID またはシリアル番号
• ファブリック インターコネクトまたは拡張モジュールの権利証明書またはその他の購入証明
書

手順
ステップ 1

権利証明書またはその他の購入証明書から、製品認証キー（PAK）を取得します。

ステップ 2

権利証明書またはその他の購入証明書で Web サイトの URL を確認します。

ステップ 3

ファブリック インターコネクトの Web サイト URL にアクセスし、シリアル番号と PAK を入力し
ます。
シスコからライセンスファイルが電子メールで送信されます。ライセンスファイルは、要求され
たファブリック インターコネクトでの使用だけを許可するようにデジタル署名されています。
Cisco UCS Manager がライセンス ファイルにアクセスすると、要求された機能もイネーブルにな
ります。

次の作業
ファブリック インターコネクトにライセンスをインストールします。

ライセンスのインストール
（注）

クラスタ構成の場合、マッチング ペアの両方のファブリック インターコネクトにライセンス
をダウンロードしてインストールすることを推奨します。個々のライセンスは、ダウンロード
を開始するために使用するファブリック インターコネクトのみにダウンロードされます。

はじめる前に
シスコから必要なライセンスを入手します。
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ファブリック インターコネクトにインストールされているライセンスの表示

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope license

ライセンス モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /license #
download license
from-filesystem

ダウンロード元の場所からライセンスをダウンロードし
ます。from-filesystem: 引数には、次のいずれかの構文を使
用します。
• ftp:// server-ip-addr
• scp:// username@server-ip-addr
• sftp:// username@server-ip-addr
• tftp:// server-ip-addr: port-num
パス名またはファイル名にスペースを含めることはでき
ません。たとえば、
c:\Path\Folder_Name\License.lic は有効なパスで
すが、c:\Path\Folder Name\License.lic は
「Folder Name」内にスペースがあるため無効です。

ステップ 3

ライセンスをインストールします。

UCS-A /license # install
file license_filename

（注）

新しいポート ライセンスをインストールする場
合、ダウンタイムは不要で、トラフィックへの
影響はありません。

次に、FTP を使用してライセンスをダウンロードし、インストールする例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope license
/license # download license ftp://192.168.10.10/license/port9.lic
/license # install file port9.lic
/license #

ファブリックインターコネクトにインストールされてい
るライセンスの表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope license

ライセンス モードを開始します。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /license # show file
[license_filename | detail]

ファブリックインターコネクトにインストー
ルされたライセンスを、コマンドで指定した
詳細レベルで表示します。

次に、ファブリック インターコネクトにインストールされたライセンスの全詳細を表示する例を
示します。
UCS-A# scope license
UCS-A /license # show file detail
License file: UCSFEAT20100928112305377.lic
Id: 1212121212121212
Version: 1.0
Scope: A
State: Installed
Features
Feature Name: ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
Vendor: cisco
Version: 1.0
Quantity: 24
Lines
Line Id: 1
Type: Increment
Expiry Date: Never
Pak:
Quantity: 24
Signature: B10101010101
License file: UCSFEAT20100928112332175.lic
Id: 1313131313131313
Version: 1.0
Scope: B
State: Installed
Features
Feature Name: ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
Vendor: cisco
Version: 1.0
Quantity: 24
Lines
Line Id: 1
Type: Increment
Expiry Date: Never
Pak:
Quantity: 24
Signature: F302020202020
UCS-A /license #
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ファブリックインターコネクトのライセンス使用状況の
表示
手順
コマンドまた 目的
はアクション
ステッ
プ1

UCS-A# scope ライセンス モードを開始します。
license

ステッ
プ2

UCS-A /license ファブリック インターコネクトにインストールされたすべてのライセン
# show usage ス ファイルに関するライセンス使用状況テーブルを表示します。
これには以下が含まれます。
• 機能名（Feat Name）
ライセンスを適用する機能の名前。
• 範囲（Scope）
ライセンスに関連付けられたファブリック。
• デフォルト（Default）
この Cisco UCS ドメイン に提供されるデフォルトのライセン
ス数。
• 合計数量（Total Quant）
使用可能なライセンスの総数。この値は、購入ライセンス数
とデフォルト ライセンス数の合計です。
• 使用済み数量（Used Quant）
現在システムで使用中のライセンスの数。この値が使用可能
なライセンスの総数を超えると、一部のポートは関連する猶
予期間を経過した後に機能を停止します。
• 下位数量（Subordinate Quant）
現在システムで使用中の C シリーズ ラック サーバ。
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コマンドまた 目的
はアクション
• 状態（State）
ライセンスの動作状態。
• ピア カウントの比較（Peer Count Comparison）
このファブリック インターコネクトと比較したピア ファブ
リック インターコネクトのライセンス数。次のいずれかにな
ります。
• [超えています（exceeds）]：ピア ファブリック インター
コネクトには、このファブリック インターコネクトより
も多くのライセンスがインストールされています
• [不足しています（lacks）]：ピア ファブリック インター
コネクトには、このファブリック インターコネクトより
も少ないライセンスがインストールされています
• [一致しています（matching）]：両方のファブリック イン
ターコネクトに同数のライセンスがインストールされて
います

• 使用された猶予（Grace Used）
猶予期間に使用された時間（秒単位）。猶予期間が終了する
と、新しいライセンスを購入するまで Cisco UCS がアラート
メッセージを送信します。

次に、ファブリック インターコネクトにインストールされたライセンスの全詳細を表示する例を
示します。
UCS-A# scope license
UCS-A /license # show usage
Feat Name
Scope Default
State
Peer Count Comparison
------------------------------ ----- -------------------------- ----------------------ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
A
20
License Ok
Matching
ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG
A
0
Not Applicable
Matching
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
B
20
License Ok
Matching
ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG
B
0
Not Applicable
Matching
UCS-A /license #
UCS-A# scope license
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Total Quant
Grace Used
-------------------48
0
0
0
48
0
0
0

Used Quant Subordinate Quant
---------- -------------------12

0

0

0

11

0

0

0
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UCS-A /license # show feature
License feature:
Name
------------------------ETH_PORT_ACTIVATION_PKG
ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG
UCS-A /license #

Vendor
-----cisco
cisco

Version
------1.0
1.0

Type
Grace Period
------------------ -----------Counted
120
Counted
120

ライセンスのアンインストール
（注）

使用中の永続ライセンスはアンインストールできません。未使用の永久ライセンスだけをアン
インストールできます。使用中の永久ライセンスの削除を試みると、その要求は Cisco UCS
Manager によって拒否され、エラー メッセージが表示されます。

はじめる前に
Cisco UCS Manager の設定をバックアップします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope license

ライセンス モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /license # clear file
license-filename

指定したライセンスをアンインストー
ルします。

Cisco UCS Manager はライセンスを非アクティブ化し、ライセンスのリストからそのライセンスを
削除し、ファブリック インターコネクトからライセンスを削除します。ポートは、ライセンスな
しモードに移行します。クラスタ構成の場合は、他のファブリック インターコネクトからもライ
センスをアンインストールする必要があります。
次に、port9.lic をアンインストールする例を示します。
UCS-A # scope license
UCS-A /license # clear file port9.lic
Clearing license port9.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT ETH_PORT_ACTIVATION_PKG cisco 1.0 permanent 1 \
VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>UCS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>N10-L001=</SKU> \
HOSTID=VDH=FLC12360025 \
NOTICE="<LicFileID>20090519200954833</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
<PAK></PAK>" SIGN=C01FAE4E87FA
Clearing license ........done
UCS-A /license #
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Cisco UCS ドメインの登録
データセンター内の Cisco UCS ドメイン の一部またはすべてを Cisco UCS Central が管理するよう
設定できます。
Cisco UCS Central に Cisco UCS ドメイン を管理させる場合は、そのドメインを登録する必要があ
ります。登録するときには、Cisco UCS Central と Cisco UCS Manager で管理するポリシーとその他
の設定の種類を選択する必要があります。Cisco UCS Central は、登録されているすべての Cisco
UCS ドメイン について、同じ種類のポリシーと設定を管理できます。また、登録されている Cisco
UCS ドメイン ごとに異なる設定を持つように選択することもできます。
Cisco UCS ドメイン を Cisco UCS Central に登録する前に以下のことを行います。
• Cisco UCS Manager と Cisco UCS Central が同期されるようにするには、双方に NTP サーバと
正しいタイム ゾーンを設定します。Cisco UCS ドメインと Cisco UCS Central の日時が同期し
ていなければ、登録が失敗する可能性があります。
• Cisco UCS Central のホスト名または IP アドレスを取得します。
• Cisco UCS Central を導入したときに設定した共有秘密を入手します。
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Cisco UCS Manager と Cisco UCS Central との間のポリシー
解決
Cisco UCS Central で登録する各 Cisco UCS ドメイン では、特定のポリシーおよび設定を管理する
アプリケーションを選択できます。このポリシー解決は、同じ Cisco UCS Central に登録したすべ
ての Cisco UCS ドメイン で同じである必要はありません。

（注）

Cisco UCS ドメイン を Cisco UCS Central から登録解除すると、オープン セッションがすべて
終了します。
これらのポリシーおよび設定を解決するには、次のオプションを使用します。
• [ローカル（Local）]：ポリシーまたは設定は、Cisco UCS Manager によって決定および管理さ
れます。
• [グローバル（Global）]：ポリシーまたは設定は、Cisco UCS Central によって決定および管理
されます。
次のテーブルには、Cisco UCS Manager または Cisco UCS Central のいずれかで管理するように選択
できるポリシーと設定のリストを示します。
名前

説明

[インフラストラクチャおよび
カタログ ファームウェア
（Infrastructure & Catalog
Firmware）]

機能カタログとインフラストラクチャ ファームウェア ポリシー
が、ローカルで定義されるかまたは Cisco UCS Central から取得
されるかを決定します。

[タイム ゾーン管理（Time Zone 日付と時刻がローカルで定義されるかまたは Cisco UCS Central
Management）]
から取得されるかを決定します。
[通信サービス（Communication HTTP、CIM XML、Telnet、SNMP、Web セッション制限、管理
Services）]
インターフェイス モニタリング ポリシー設定を、ローカルまた
は Cisco UCS Central のどちらで定義するかを決定します。
[グローバル障害ポリシー
（Global Fault Policy）]

グローバル障害ポリシーがローカルまたは Cisco UCS Central の
どちらで定義されるかを決定します。

[ユーザ管理（User
Management）]

認証およびネイティブ ドメイン、LDAP、RADIUS、TACACS+、
トラスト ポイント、ロケールおよびユーザ ロールをローカルま
たは Cisco UCS Central のどちらで定義するかを決定します。

[DNS 管理（DNS
Management）]

DNS サーバがローカルまたは Cisco UCS Central のどちらで定義
されるかを決定します。
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Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Central への登録
Cisco UCS Central への Cisco UCS ドメイン の登録

名前

説明

[バックアップおよびエクスポー フルステートバックアップ ポリシーおよびすべての構成のエク
ト ポリシー（Backup & Export スポート ポリシーが、ローカルまたは Cisco UCS Central のどち
Policies）]
らで定義されるかを決定します。
[モニタリング（Monitoring）]

Call Home、Syslog、TFTP Core Exporter 設定が、ローカルまた
は Cisco UCS Central のどちらで定義されるかを決定します。

[SEL ポリシー（SEL Policy）]

管理対象エンドポイントがローカルまたは Cisco UCS Central の
どちらで定義されるかを決定します。

[電源管理（Power
Management）]

電源管理がローカルまたは Cisco UCS Central のどちらで定義さ
れるかを決定します。

[電源装置（Power Supply Unit）] 電源装置がローカルまたは Cisco UCS Central のどちらで定義さ
れるかを決定します。
[ポート設定（Port
Configuration）]

ポート設定をローカルに定義するか、Cisco UCS Central で定義
するかを指定します。

Cisco UCS Central への Cisco UCS ドメイン の登録
はじめる前に
Cisco UCS Manager と Cisco UCS Central が同期されるようにするには、双方に NTP サーバと正し
いタイム ゾーンを設定します。Cisco UCS ドメインと Cisco UCS Central の日時が同期していなけ
れば、登録が失敗する可能性があります。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A/system # create
control-ep policy
ucs-central

Cisco UCS ドメイン を Cisco UCS Central に登録するため
に必要なポリシーを作成します。
ucs-central には Cisco UCS Central が導入されている仮想
マシンのホスト名または IP アドレス を使用できます。
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Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Central への登録
Cisco UCS Manager と Cisco UCS Central の間のポリシー解決の設定

コマンドまたはアクショ 目的
ン
（注）

IPv4 や IPv6 アドレスではなくホスト名を使用す
る場合、DNS サーバを設定する必要がありま
す。Cisco UCS ドメイン が Cisco UCS Central に
登録されていないか、または DNS 管理が [ロー
カル（local）] に設定されている場合は、Cisco
UCS Manager で DNS サーバを設定します。Cisco
UCS ドメイン Cisco UCS Central に登録されてい
ないか、DNS 管理が [グローバル（global）] に
設定されている場合は、Cisco UCS Central で
DNS サーバを設定します。

ステップ 3

登録に使用する共有秘密: Cisco UCS Central を導入したときに設定した共有秘密（ま
shared-secret
たはパスワード）を入力します。

ステップ 4

UCS-A/system/control-ep トランザクションをシステム設定にコミットします。
# commit-buffer

次に、IP アドレス 209.165.200.233 で Cisco UCS ドメイン を Cisco UCS Central システムに登録し、
トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # create control-ep policy 209.165.200.233
Shared Secret for Registration: S3cretW0rd!
UCS-A /system/control-ep* # commit-buffer
UCS-A /system/control-ep #

次の作業
Cisco UCS Manager と Cisco UCS Central の間にポリシー解決を設定します。

Cisco UCS Manager と Cisco UCS Central の間のポリシー解
決の設定
はじめる前に
ポリシー解決を設定するには、最初に Cisco UCS ドメイン を Cisco UCS Central に登録する必要が
あります。
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Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Central への登録
Cisco UCS Manager と Cisco UCS Central の間のポリシー解決の設定

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A/system # scope control-ep
policy

control-ep ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A/system/control-ep # set
backup-policy-ctrl source {local |
global}

フルステートバックアップ ポリシーおよびす
べての構成のエクスポート ポリシーが、ロー
カルまたは Cisco UCS Central のどちらで定義
されるかを決定します。

ステップ 4

UCS-A/system/control-ep # set
HTTP、CIM XML、Telnet、SNMP、Web セッ
communication-policy-ctrl source ション制限、管理インターフェイス モニタリ
{local | global}
ング ポリシー設定を、ローカルまたは Cisco
UCS Central のどちらで定義するかを決定しま
す。

ステップ 5

UCS-A/system/control-ep # set
日付と時刻がローカルで定義されるかまたは
datetime-policy-ctrl source {local | Cisco UCS Central から取得されるかを決定しま
global}
す。

ステップ 6

UCS-A/system/control-ep # set
dns-policy-ctrl source {local |
global}

DNS サーバがローカルまたは Cisco UCS Central
のどちらで定義されるかを決定します。

ステップ 7

UCS-A/system/control-ep # set
fault-policy-ctrl source {local |
global}

グローバル障害ポリシーがローカルまたはCisco
UCS Central のどちらで定義されるかを決定し
ます。

ステップ 8

UCS-A/system/control-ep # set
infra-pack-ctrl source {local |
global}

機能カタログとインフラストラクチャ ファー
ムウェア ポリシーが、ローカルで定義される
かまたは Cisco UCS Central から取得されるか
を決定します。

ステップ 9

UCS-A/system/control-ep # set
mep-policy-ctrl source {local |
global}

管理対象エンドポイントがローカルまたはCisco
UCS Central のどちらで定義されるかを決定し
ます。

ステップ 10

UCS-A/system/control-ep # set
Call Home、Syslog、TFTP Core Exporter 設定
monitoring-policy-ctrl source {local が、ローカルまたは Cisco UCS Central のどち
| global}
らで定義されるかを決定します。

ステップ 11

UCS-A/system/control-ep # set
powermgmt-policy-ctrl source
{local | global}

電源管理がローカルまたは Cisco UCS Central
のどちらで定義されるかを決定します。
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Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Central への登録
Cisco UCS Manager での Cisco UCS Central 登録プロパティの設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 12

UCS-A/system/control-ep # set
psu-policy-ctrl source {local |
global}

電源装置がローカルまたは Cisco UCS Central
のどちらで定義されるかを決定します。

ステップ 13

UCS-A/system/control-ep # set
認証およびネイティブ ドメイン、LDAP、
security-policy-ctrl source {local | RADIUS、TACACS+、トラスト ポイント、ロ
global}
ケールおよびユーザ ロールをローカルまたは
Cisco UCS Central のどちらで定義するかを決定
します。

ステップ 14

UCS-A/system/control-ep #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットし
ます。

次に、Cisco UCS Central に登録された Cisco UCS ドメイン にポリシー解決を設定し、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope control-ep policy
UCS-A /system/control-ep* # set backup-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set communication-policy-ctrl source local
UCS-A /system/control-ep* # set datetime-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set dns-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set fault-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set infra-pack-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set mep-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set monitoring-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set powermgmt-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # set psu-policy-ctrl source local
UCS-A /system/control-ep* # set security-policy-ctrl source global
UCS-A /system/control-ep* # commit-buffer
UCS-A /system/control-ep #

Cisco UCS Manager での Cisco UCS Central 登録プロパティ
の設定
手順
コマンドまたはアク 目的
ション
ステッ
プ1

UCS-A# scope
system

システム モードを開始します。

ステッ
プ2

UCS-A /system #
scope control-ep
policy

登録ポリシーを入力します。
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Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Central への登録
Cisco UCS Manager での Cisco UCS Central 登録プロパティの設定

コマンドまたはアク 目的
ション
ステッ
プ3

UCS-A
次のいずれかになります。
/system/control-ep #
• [グローバルにローカライズする（Localize Global）]：Cisco
set cleanupmode { | }
UCS ドメイン が登録解除されると、Cisco UCS ドメイン 内
のすべてのグローバル ポリシーが Cisco UCS Manager にロー
カライズされます。ポリシーは Cisco UCS ドメイン 内に残
り、ポリシーの所有権がローカルで Cisco UCS Manager に
なり、Cisco UCS Manager の管理者ユーザが変更を行うこと
ができます。
（注）

Cisco UCS ドメイン を Cisco UCS Central に再登録
すると、Cisco UCS Central と Cisco UCS Manager
の両方にポリシーが存在するため、ポリシーの競
合が起こる可能性があります。グローバル サー
ビス プロファイルを作成して関連付ける前に、
ローカル ポリシーを削除するか、ローカル ポリ
シーをグローバルに設定します。

• [グローバル ディープ削除（Deep Remove Global）]：このオ
プションは、慎重に検討してから使用してください。 Cisco
UCS ドメイン が登録解除されると、Cisco UCS ドメイン の
すべてのグローバル ポリシーが削除されます。グローバル
サービス プロファイルが存在する場合、それらのプロファ
イルは Cisco UCS Manager のローカル デフォルト ポリシー
を参照するようになり、次のいずれかの状況になります。
◦ ローカル デフォルト ポリシーが存在する場合、サー
バは再起動します。
◦ ローカル デフォルト ポリシーがない場合、サービス
プロファイル関連付けは設定エラーで失敗します。
（注）

ステッ
プ4

UCS-A
/system/control-ep #
set suspendstate on

グローバル ディープ削除のクリーンアップ モー
ドでは、Cisco UCS Central からの登録解除時にグ
ローバル VSAN および VLAN は削除されません。
したがって、必要に応じて手動で削除する必要が
あります。

一時停止状態を設定します。自動的に設定されると、Cisco UCS
ドメイン が Cisco UCS Central から一時的に削除され、すべての
グローバル ポリシーはローカルの同等のものに戻ります。すべ
てのサービス プロファイルは、現在の ID を維持します。ただ
し、グローバル プールは表示されなくなり、新しいサービス プ
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Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Central への登録
Cisco UCS Central からの Cisco UCS ドメイン の登録解除

コマンドまたはアク 目的
ション
ロファイルからはアクセスできません。一時停止状態をオフに
するには、状況を認識する必要があります。
ステッ
プ5

UCS-A
/system/control-ep #
set ackstate acked

Cisco UCS Manager と Cisco UCS Central の間に不一致が存在し、
引き続き Cisco UCS ドメイン を Cisco UCS Central に再接続する
意思があることを確認します。これは自動的に一次停止状態を
オフにします。

ステッ
プ6

UCS-A
/system/control-ep #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットします。

次の例は、Cisco UCS Central 登録クリーンアップ モードを deep-remove-global に変更して、トラ
ンザクションをコミットする方法を示しています。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope control-ep policy
UCS-A /system/control-ep* # set cleanupmode deep-remove-global
UCS-A /system/control-ep* # commit-buffer
UCS-A /system/control-ep #

Cisco UCS Central からの Cisco UCS ドメイン の登録解除
Cisco UCS ドメイン から Cisco UCS Central を登録解除すると、それ以降、Cisco UCS Manager はグ
ローバル ポリシーの更新を受信しなくなります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A/system # delete control-ep ポリシーを削除し、Cisco UCS ドメイン を
policy
Cisco UCS Central から登録解除します。

ステップ 3

UCS-A/system # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次の例では、Cisco UCS ドメイン を Cisco UCS Central から登録解除し、トランザクションをコミッ
トします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # delete control-ep policy
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Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Central への登録
Cisco UCS Central からの Cisco UCS ドメイン の登録解除

UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #
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Cisco UCS ドメインの Cisco UCS Central への登録
Cisco UCS Central からの Cisco UCS ドメイン の登録解除

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
26

第

5

章

Cisco UCS での電力制限と電源管理
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Cisco UCS での電力制限と電源管理
Cisco UCS の電力の制限

• ラック サーバの電源管理, 52 ページ
• UCS Mini の電源管理, 52 ページ

Cisco UCS の電力の制限
パワー キャッピングを通じて、サーバ上の最大電力消費を制御できます。また、ブレード サー
バ、UCS C220、および C240 M4 ラック サーバ、UCS Mini、および混合 UCS ドメイン用に Cisco
UCS Manager で電力割り当てを管理できます。
UCS Manager は、以下のもので電力制限をサポートしています。
• UCS Mini 6324
• UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト
ポリシー方式のシャーシグループ電力制限または手動でのブレードレベルの電力制限方式を使用
して、シャーシ内のすべてのサーバに適用される電源を割り当てることができます。
Cisco UCS Manager は、サーバへの電力割り当てに役立つ次の電源管理ポリシーを提供していま
す。
電源管理ポリシー

説明

Power Policy（電源ポリシー）

Cisco UCS ドメイン 内のすべてのシャーシに電
源の冗長性を指定します。

電力制御ポリシー（Power Control Policies）

シャーシ内の各ブレードの初期電源割り当てを
計算するための優先順位を指定します。

グローバル電力割り当て（Global Power
Allocation）

シャーシ内のすべてのサーバに適用されるポリ
シー方式のシャーシ グループの電力制限または
手動でのブレード レベルの電力制限を指定しま
す。

グローバル電力プロファイリング（Global Power サーバの電力制限値を計算する方法を指定しま
Profiling）
す。有効な場合、サーバは、ベンチマークを通
じて検出中にプロファイリングされます。この
ポリシーは、グローバル電力割り当てポリシー
が [ポリシーに基づくシャーシ グループの上限
（Policy Driven Chassis Group Cap）] に設定され
ている場合に適用されます。
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Cisco UCS での電力制限と電源管理
Cisco UCS サーバの電源ポリシー

Cisco UCS サーバの電源ポリシー
電源ポリシーはグローバルで、Cisco UCS Manager インスタンスが管理するすべてのシャーシに
よって継承されます。サービス プロファイルに電源ポリシーを追加して、Cisco UCS ドメイン 内
のすべてのシャーシの電源に対して冗長性を指定することができます。このポリシーは PSU ポリ
シーとも呼ばれます。
電源の冗長性の詳細については、『Cisco UCS 5108 Server Chassis Hardware Installation Guide』 を
参照してください。

電源ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー
ドを開始するには、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
psu-policy

PSU ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/psu-policy # 次のいずれかの冗長タイプを指定します。
set redundancy {grid |
• grid：2 つの電源がオンにされます。そうでなければ、
n-plus-1 | non-redund}
シャーシに N+1 よりも高い冗長性が要求されます。1
つの電源に障害が発生し、そのため 1 台または 2 台の
PSU に電源障害が発生した場合、別の電源回路に接続
され機能が存続している PSU がシャーシに電力を供給
し続けます。
• n-plus-1：非冗長性を満たす合計数の PSU に加えて、
冗長性を与える 1 台の追加 PSU がオンになり、シャー
シの電力負荷が均等に分担されます。追加の PSU が設
置されると、Cisco UCS Manager は追加された装置を
「オフ」状態に設定します。
• non-redund：設置されたすべての電源装置（PSU）が
オンになり、負荷が均等に分散されます。小規模構成
（必要電力 2500 W 未満）の場合にのみ、単一 PSU で
電力を供給できます。
電源の冗長性の詳細については、『Cisco UCS 5108 Server
Chassis Installation Guide』を参照してください。
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Cisco UCS での電力制限と電源管理
電源の冗長性方式

コマンドまたはアク
ション
ステップ 4

目的

UCS-A /org/psu-policy # トランザクションをシステム設定にコミットします。
commit-buffer

次に、グリッド冗長性を使用するように電源ポリシーを設定し、トランザクションをコミットす
る例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope psu-policy
UCS-A /org/psu-policy # set redundancy grid
UCS-A /org/psu-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/psu-policy #

電源の冗長性方式
PSU 冗長性

最大電力 @ 220 V（W）

最大電力 @ 110 V（W）

1+1（N+1）または 1（N）

2500

1300

2+1（N+1）または 2（N）また [5000]
は 2+2（グリッド）

2600

3+1（N+1）または 3（N）

5472

3900

4（N）

5472

5200

ポリシー方式の電力制限
ポリシー方式のシャーシ グループの電力制限
グローバル制限ポリシーで、ポリシー方式のシャーシ グループの電力制限を選択すると、Cisco
UCS は、停電のリスクを負うことなく、サーバのオーバーサブスクリプションを維持できます。
オーバーサブスクリプションは、二重のプロセスによって実現できます。たとえば、Cisco UCS
のシャーシレベルでは、電源グループのメンバー間で使用可能な電力量を分割し、ブレードレベ
ルでは、シャーシに割り当てられた電力量をプライオリティに基づいてブレード間で分割します。
サービス プロファイルの関連付けや関連付け解除が実行されるたびに、Cisco UCS Manager は
シャーシ内の各ブレード サーバへの電力割り当てを再計算します。必要に応じて、優先順位の低
いサービス プロファイルの電力が優先順位の高いサービス プロファイルに再分配されます。
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データセンターの回路ブレーカーを安全に保護するために、UCS 電源グループは 1 秒未満で電力
をキャップします。ブレードは、シャーシの電力配分が最適化されるまで20秒間その上限にとど
まる必要があります。これは、必要とされる一時的なスパイクに反応することがないよう、意図
的によりゆっくりとしたタイムスケールで実行されます。

（注）

システムは、各スロットのサーバを起動するのに十分な電力をリザーブしています。これは、
スロットが空の場合でも同様です。このリザーブ電力が、より多くの電力を必要とするサーバ
で使用されることはありません。電力制限に準拠しないブレードはペナルティを課されます。

電力制御ポリシー
Cisco UCS は、電力制御ポリシーの優先順位設定をブレード タイプおよびコンフィギュレーショ
ンとともに使用し、シャーシ内の各ブレードへの初期電力割り当てを計算します。通常の動作中、
シャーシ内のアクティブなブレードは、同じシャーシ内のアイドル ブレードから電力を借りるこ
とができます。すべてのブレードがアクティブになり電力制限に到達した場合は、優先順位が高
い電力制御ポリシーを含むサービス プロファイルが、優先順位が低い電力制御ポリシーを含む
サービス プロファイルよりも優先されます。
優先順位は 1 ～ 10 の段階にランク付けされており、1 が最も高い優先順位、10 が最も低い優先順
位を表します。デフォルトの優先順位は 5 です。
ミッション クリティカルなアプリケーションの場合は、no-cap という特別な優先順位も使用でき
ます。プライオリティを no-cap に設定すると、Cisco UCS がその特定のサーバから未使用の電力
を利用することを防止します。この設定により、そのサーバにはサーバ タイプに応じた最大許容
電力が割り当てられます。

（注）

電力制御ポリシーはサービス プロファイルに含める必要があります。また、このサービス プ
ロファイルをイネーブルにするには、サーバに関連付ける必要があります。

電力制御ポリシーの作成
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name に / と入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # create
power-control-policy
power-control-pol-name

電力制御ポリシーを作成し、電力制御ポリ
シー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/power-control-policy # set 電力制御ポリシーにプライオリティを指定
priority {priority-num | no-cap}
します。

ステップ 4

UCS-A /org/power-control-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次の例は、powerpolicy15 という電力制御ポリシーを作成し、プライオリティをレベル 2 に設定
し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create power-control-policy powerpolicy15
UCS-A /org/power-control policy* # set priority 2
UCS-A /org/power-control policy* # commit-buffer
UCS-A /org/power-control policy #

次の作業
サービス プロファイルに電力制御ポリシーを含めます。

電力制御ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete
power-control-policy
power-control-pol-name

指定された電力制御ポリシーを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次の例は、powerpolicy15 という名前の電力制御ポリシーを削除し、トランザクションをコミット
します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete power-control-policy powerpolicy15
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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UCS Manager の電源グループ
電源グループは、すべてが同じ配電ユニット（PDU）から電源を得ているシャーシのセットです。
Cisco UCS Manager では、1 つ以上のシャーシを含む電源グループを作成し、その電源グループに
AC ワット単位でピーク電力キャップを設定できます。
シャーシ レベルで電力制限を実装するには、以下が必要です。
• IOM、CIMC、および BIOS バージョン 1.4 以上
• 2 つの電源装置（PSU）
ピーク電力キャップは、特定の電源グループ内のすべてのブレード サーバで使用可能な最大電力
を表すスタティック値です。電源グループにブレードを追加（または電源グループからブレード
を除外）し、かつ手動でピーク電力値を変更しなかった場合は、電源グループがピーク電力キャッ
プを調整して、電源グループ内の全ブレードの基本的な電源投入要件に適合させます。
最低 AC 890 ワットが各シャーシに設定されます。これは、空のシャーシに電源を供給するために
必要な最低電力量である DC 電力 800 ワットに変換されます。ハーフ幅のブレードを関連付ける
には、グループの制限値を AC 電力 1475 ワットに設定する必要があります。フル幅のブレードで
は、AC 電力 2060 ワットに設定する必要があります。
シャーシが電源グループに追加されると、シャーシ内のブレードに関連付けられているすべての
サービス プロファイルが、その電源グループの一部になります。同様に、シャーシに新規ブレー
ドを追加すると、そのブレードは、当然のこととして、シャーシの電源グループの一部になりま
す。

（注）

電源グループの作成は、サーバ プールの作成とは異なります。ただし、電源修飾子を作成し
てサーバ プール ポリシーに追加することで、サーバ プールに同じ電源グループのメンバを組
み入れることができます。
シャーシを除外または削除すると、そのシャーシは電源グループから削除されます。
UCS Manager は明示的な電源グループと暗黙的な電源グループをサポートしています。
• [明示的（Explicit）]：電源グループを作成し、シャーシとラックを追加し、グループに最大
供給電力を割り当てることができます。
• [暗黙的（Implicit）]：電力消費を安全限界内に制限することで、シャーシが常に保護される
ようにします。 デフォルトでは、明示的な電源グループに属さないすべてのシャーシがデ
フォルト グループに割り当てられ、適切な制限が設定されます。UCS Manager に接続する新
しいシャーシは、別の電源グループに移動するまで、デフォルトの電源グループに追加され
ます。
次の表は、最大供給電力の割り当て時および電源グループとの連動時に、表示される可能性のあ
るエラー メッセージを示しています。
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エラー メッセージ

原因

推奨処置

電力グループ
POWERGROUP_NAME の最大供
給電力が不十分です
（Insufficient budget
for power group
POWERGROUP_NAME）
および/または

シャーシに電力制限を割り当て
ている状態で下限が満たされな
かった場合、またはブレードの
追加や電源ポリシーの変更のた
めに電力要件が増えた場合に、
これらのメッセージのいずれか
が表示されます。

電力制限を、指定された電源グ
ループの [電源グループ（Power
Group）] ページに表示された
[操作を可能にする最小電力の
上限（W）（Minimum Power
Cap for Allowing Operations
(W)）] の値まで増やします。

グループの上限が低いため、
シャーシ N には上限を設定で
きません。（Chassis N
cannot be capped as
group cap is low.）上限
の引き上げを検討してくださ
い。（Please consider
raising the cap.）
および/または
管理者が以前の値 N を使用し
て電力グループ GROUP_NAME
に不十分な電力をコミットしま
した（Admin committed
insufficient for power
group GROUP_NAME, using
previous value N）
および/または
シャーシ N の電力制限アプリ
ケーションが失敗しました
（Power cap application
failed for chassis N）
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エラー メッセージ

原因

推奨処置

使用可能な PSU 電力がシャー
シとブレードで不足しているた
め、シャーシ N には上限を設
定できません。（Chassis N
cannot be capped as the
available PSU power is
not enough for the
chassis and the
blades.）入力電源を確認し
て問題を解決するか、PSU を
交換してください（Please
correct the problem by
checking input power or
replace the PSU）

シャーシの最大供給電力要件
が、使用可能な PSU 電力を上
回っている場合に表示されま
す。

PSU 入力電力と冗長性ポリシー
をチェックし、シャーシ用に十
分な電力が使用可能であること
を確認します。

サーバ N の電力制限アプリ
ケーションが失敗しました
（Power cap application
failed for server N）

サーバが割り当てを超える電力 関連付けられていないサーバの
を消費しており、制限できない 電源をオフにします。
場合、または電力が割り当てら
れていないサーバに電源が投入
されている場合に表示されま
す。

サーバの電力消費が上限に達し
たので P 状態が低下しました
（P-State lowered as
consumption hit power
cap for server）

サーバが、割り当てられた電力
以下に電力消費を削減するよう
制限されている場合に表示され
ます。

これは情報メッセージです。

シャーシ N にハイラインと
ローラインの PSU 入力電源が
混在しています。（Chassis
N has a mix of
high-line and low-line
PSU input power
sources.）

このエラーは、シャーシにハイ
ラインとローラインの PSU 入
力電源が混在して接続されてい
る場合に発生します。

これは、サポートされていない
設定です。PSU はすべて同様の
電源に接続する必要がありま
す。

PSU に障害がある場合は、PSU
を交換します。

サーバ電力を制限する必要がな
い場合は、サービス プロファ
イルの電力制御ポリシーの [電
力の制限（Power Capping）]
フィールドの値を [no-cap] に設
定します。
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電源グループの作成
はじめる前に
グローバル電力割り当てポリシーが [ポリシーに基づくシャーシ グループの上限（Policy Driven
Chassis Group Cap）] に設定されていることを確認してください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope power-cap-mgmt

電力制限管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /power-cap-mgmt # create
power-group power-group-name

電源グループを作成し、電源グループ
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /power-cap-mgmt/power-group # 電源グループに使用可能な最大ピーク
set peak {peak-num | disabled |
時電力（W）を指定します。
uninitialized}

ステップ 4

UCS-A /power-cap-mgmt/power-group # 指定されたシャーシを電源グループに
create chassis chassis-id
追加し、電源グループ シャーシ モード
を開始します。

ステップ 5

UCS-A /power-cap-mgmt/power-group # 指定したラックを電源グループに追加
create rack rack-id
します。

ステップ 6

UCS-A /power-cap-mgmt/power-group # 指定した FEX を電源グループに追加し
create fex fex-id
ます。

ステップ 7

UCS-A /power-cap-mgmt/power-group # 指定した FI を電源グループに追加しま
create fi fi-id
す。

ステップ 8

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコ
/power-cap-mgmt/power-group/chassis # ミットします。
commit-buffer

次の例は、powergroup1 という電力グループを作成し、電源グループの最大ピーク時電力（10000
W）を指定し、シャーシ 1 をグループに追加し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # create power-group powergroup1
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group* # set peak 10000
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group* # create chassis 1
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group/chassis* # commit-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt/power-group/chassis #
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電源グループの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope power-cap-mgmt

電力制限管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /power-cap-mgmt # delete
power-group power-group-name

指定された電源グループを削除しま
す。

ステップ 3

UCS-A
/power-cap-mgmt/power-group/chassis #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定に
コミットします。

次の例は、powergroup1 という名前の電源グループを削除し、トランザクションをコミットしま
す。
UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # delete power-group powergroup1
UCS-A /power-cap-mgmt* # commit-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt #

ブレード レベルの電力制限
手動ブレード レベルの電力制限
手動によるブレード レベルの電力制限がグローバル制限ポリシーで設定されている場合は、Cisco
UCS ドメイン の各ブレード サーバに対して電力制限を設定できます。
次の設定オプションを使用できます。
• [ワット（Watts）]：サーバが一度に消費可能な最大電力量を指定できます。 この最大値に
は、0 ～ 1100 W の任意の量を指定できます。
• [制限なし（Unbounded）]：サーバに対して電力使用制限を課しません。 サーバは、必要な
だけ電力を使用できます。
サーバの電力使用量の瞬間的な上昇がそのサーバに設定された最大値以上になっても、Cisco UCS
Manager によってサーバが切断またはシャットダウンされることはありません。代わりに、サー
バで使用可能な量まで電力が Cisco UCS Manager によって削減されます。この削減により、サー
バの速度（CPU 速度など）が低下する可能性があります。
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（注）

手動によるブレード レベル電力制限は、[機器（Equipment）] > [ポリシー（Policies）] > [グロー
バル ポリシー（Global Policies）] > [グローバル電力制御ポリシー（Global Power Allocation
Policy）] の順に設定します。電力制御ポリシーで設定された優先順位は関係ありません。

サーバのブレード レベル電力制限の設定
はじめる前に
グローバル電力割り当てポリシーが [手動によるブレード レベルの上限（Manual Blade Level Cap）]
に設定されていることを確認してください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-id/ 指定サーバのシャーシ サーバ モードを開始しま
server-id
す。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # set
power-budget committed
{unbounded | watts}

次のいずれかの電力使用量レベルにサーバをコ
ミットします。
• unbounded：サーバの電力使用量を制限し
ません。
• watts：サーバの電力使用量の上限をユーザ
が指定できます。この設定を選択した場合
は、サーバが使用できる最大ワット数を入
力します。範囲は 0 ～ 10000000 W です。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットし
ます。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server # show
power-budget

（任意）電力使用量レベル設定を表示します。

次に、サーバの電力使用量を無制限に設定した後で 1000 W に制限し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCS-A# scope server 1/7
UCS-A /chassis/server # show power-budget
Budget:
AdminCommitted (W)
----------------139
UCS-A /chassis/server # set power-budget committed unbounded
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
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UCS-A /chassis/server # show power-budget
Budget:
AdminCommitted (W)
----------------Unbounded
UCS-A /chassis/server # set power-budget committed 1000
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server # show power-budget
Budget:
AdminCommitted (W)
----------------1000
UCS-A /chassis/server #

サーバ統計情報の表示
手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-id/ server-id

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server #
show stats

次のサーバ統計情報を表示します。
• イーサネット ポート エラー
• イーサネット ポート マルチキャスト
• イーサネット ポート
• 仮想インターフェイス
• マザーボード電力
• PC Ie の致命的な完了エラー
• PC Ie の致命的なプロトコル エラー
• PC Ie の致命的な受信エラー
• PC Ie の致命的なエラー
• メモリ エラー
• DIMM Env
• CPU Env
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次の例は、マザーボードの電力使用統計のセクションを示しています。
UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # show stats
Motherboard Power Statistics:
Time Collected: 2016-07-11T20:51:24.722
Monitored Object: sys/chassis-1/blade-1/board/power-stats
Suspect: No
Consumed Power (W): 126.000000
Input Voltage (V): 11.859000
Input Current (A): 10.624842
Thresholded: 0
UCS-A /chassis/server #

グローバル電力プロファイリング ポリシーの設定
グローバル電力プロファイリング ポリシー
グローバル電力プロファイリング ポリシーは、電力割り当てをシャーシ内のすべてのサーバにど
のように適用するかを指定します。ポリシーは、グローバル電力割り当てポリシーが
policy-driven-chassis-group-cap に設定されている場合に適用されます。グローバル電力プロファ
イリング ポリシーは次のいずれかに設定できます。
• [無効（Disabled）]：ブレードの最小/最大電力の制限値は、各コンポーネントの静的消費電
力値に基づき算出されます。
• [有効（Enabled）]：ブレードの最小/最大電力の制限値は、サーバ ディスカバリの一部として
測定されます。これらの値は、ブレードの実際の消費電力とほぼ同じです。

（注）

重要

グローバル電力プロファイリング ポリシーを有効にした後、最小/最大電力の上限値を取得す
るためにブレードを再認識させる必要があります。

電力プロファイリングは、Cisco UCS B460 M4 ブレードではサポートされていません。

グローバル電力プロファイル ポリシーの設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope power-cap-mgmt

電力制限管理モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /power-cap-mgmt # set
profile-policy {no | yes}

グローバル電力プロファイリングポリシー
をイネーブル化またはディセーブル化し
ます。

ステップ 3

UCS-A /power-cap-mgmt #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次の例に、グローバル電力プロファイル ポリシーを有効にし、トランザクションをコミットする
方法を示します。
UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # set profile-policy yes
UCS-A /power-cap-mgmt* # commit-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt #

グローバル電力割り当てポリシー
グローバル電力割り当てポリシーを使用すると、ポリシー方式のシャーシ グループ電力制限また
はブレード レベルの手動電力制限のいずれかの電力割り当て方式をシャーシ内のサーバに適用で
きます。
デフォルトのポリシー方式のシャーシ グループ電力制限による電力割り当て方式を適用すること
を推奨します。

重要

ブレード レベルの手動電力制限の設定に変更を加えると、ポリシー方式のシャーシ グループ
電力制限に設定されたグループや設定オプションが失われる結果になります。

グローバル電力割り当てポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope power-cap-mgmt

電力制限管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /power-cap-mgmt # set
指定された電力制限管理モードにグローバル
cap-policy {manual-blade-level-cap 制限ポリシーを設定します。
| policy-driven-chassis-group-cap}
デフォルトでは、グローバル制限ポリシーは
[ポリシーに基づくシャーシ グループの上限
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コマンドまたはアクション

目的
（Policy Driven Chassis Group Cap）] に設定さ
れます。

ステップ 3

UCS-A /power-cap-mgmt #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例では、手動ブレードの電力制限にグローバル制限ポリシーを設定し、トランザクションを
コミットします。
UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # set cap-policy manual-blade-level-cap
UCS-A /power-cap-mgmt* # commit-buffer
UCS-A /power-cap-mgmt #

サーバの電源 CAP 値の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope power-cap-mgmt

電力制限管理モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /power-cap-mgmt # show
power-measured

最小および最大電源 CAP 値を表示し
ます。

次の例は、最小および最大電源 CAP 値を表示する方法を示しています。
UCS-A# scope power-cap-mgmt
UCS-A /power-cap-mgmt # show power-measured
Measured Power:
Device Id (W) Minimum power (W) Maximum power (W) OperMethod
-------------- ----------------- ----------------- ---------blade
1/1
234
353
Pnuos
UCS-A /power-cap-mgmt #

電源投入操作時の電源管理
電源投入時のブート調整
Cisco UCS Manager は、使用可能な電力量に基づいて、できるだけ多くのブレードをブートしよう
とします。ブレードをブートするために必要な電力が使用できない場合、Cisco UCS Manager は有
限状態マシン（FSM）の CheckPowerAvailability ステージでのブートに切り替え、ブレードで「サー
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バ x/y に電源投入するために使用可能な電力が不足しています（Insufficient power available to power-on
server x/y）」とのエラーが表示されます。
必要な電力が使用可能になると、FSM はブレードの電源投入を続行します。ブレードの電源がオ
フになった後、割り当てられた電力バジェットは再利用されます。

（注）

ブレードに割り当てられた電力バジェットが再利用されると、割り当てられた電力は 0 W とし
て表示されます。
制限事項
Cisco UCS Manager の外部でブレードに電源を投入する場合は、UCS Manager は電力バジェットを
ブレードに割り当てず、「サーバ x/y に電力制限を適用できませんでした（Power cap application
failed for server x/y）」というエラーが表示されます。
サービス プロファイルの関連付け中の電力割り当て
サービス プロファイルの関連付け中にブレードに割り当てられる電力は、使用されている電力制
御ポリシーと、電力グループから使用可能な電力によって決まります。正常なサービス プロファ
イルの関連付け中に電力がサーバに割り当てられた後は、ブレードの最小電力制限が保証されま
す。電力制御ポリシーの優先度が no-cap に設定されている場合、ブレードには可能な最大電力制
限が割り当てられ、表示されている測定済みの最大電力制限を上回る場合があります。

（注）

関連付けられたブレードの優先度が no-cap に変更され、最大電力制限を割り当てることがで
きない場合は、次のいずれかのエラーが表示される場合があります。
• PSU-insufficient：PSU に使用可能な電力が不足しています。
• Group-cap-insufficient：グループの制限値がブレードには不足しています。

電源同期ポリシー
Cisco UCS Manager には、関連するサービス プロファイルとサーバ間の電源同期の問題に対処す
るためにグローバルな（デフォルト）電源同期ポリシーが含まれています。サービス プロファイ
ルの電源状態が、サーバの実際の電源状態と異なる場合、電源同期ポリシーを使用して電源状態
を同期することができます。このポリシーを使用すれば、サーバの関連付けられたサービス プロ
ファイル上の電源状態をいつ同期するかを制御することができます。電源同期ポリシーは他の電
源関連ポリシーに影響しません。
電源同期ポリシーは、すべてのサービス プロファイルにデフォルトで適用されます。デフォルト
の電源同期ポリシーを削除できませんが、デフォルトのポリシーは編集できます。独自の電源同
期ポリシーを作成し、サービスプロファイルに適用できます。また、サービスプロファイルに固
有の電源同期ポリシーを作成することもできます。作成したポリシーはデフォルトのポリシーよ
りも常に優先されます。
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Cisco UCS Manager は、サービス プロファイルで参照されている電源同期ポリシーが存在しない
場合に、関連するサービスプロファイルで障害を作成します。指定したサービスプロファイルの
電源同期ポリシーを作成するか、またはサービス プロファイルの既存のポリシーへの参照を変更
すると、Cisco UCS Manager によって自動的に障害がクリアされます。

電源同期の動作
Cisco UCS Manager は、サーバの実際の電源状態がオフの場合のみ電源状態を同期します。現在の
電源同期の動作は、シャロー アソシエーションの後の実際の電源状態と望ましい電源状態に基づ
いています。
たとえば、次のイベントによりシャロー アソシエーションが行われます。
• ファブリック インターコネクト（FI）と IOM との接続切断。
• IOM のリセット
• FI の停電または再起動
• シャーシの再認識
• シャーシの停電
• サービス プロファイルの変更
次の表では、現在の電源同期動作について説明します。
イベント

望ましい電源状態

イベント前の実際の電 イベント後の実際の電
源状態
源状態

シャロー アソシエー
ション

オン

オフ

オン

シャロー アソシエー
ション

オフ

オフ

オフ

シャロー アソシエー
ション

オン

オン

オン

シャロー アソシエー
ション

オフ

オン

オン
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グローバル電源同期ポリシーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A/org # scope power-sync-policy グローバル電源同期ポリシー モードを開始
default
します。

ステップ 3

UCS-A /org/power/-sync-policy # show グローバル電源同期ポリシー情報を表示し
{detail | expand | detail expand }
ます。

次に、グローバル（デフォルト）電源同期ポリシーを表示する例を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope power-sync-policy default-sync
UCS-A /org/power-sync-policy # show expand
Power Sync Policy:
Name
Power Sync Option
-------------------- ----------------default
Default Sync
UCS-A /org/power-sync-policy # show detail expand
Power Sync Policy:
Full Name: org-root/power-sync-default
Name: default
Description:
Power Sync Option: Default Sync
Policy Owner: Local
UCS-A /org/power-sync-policy #

サービスプロファイルのグローバルポリシー参照の設定
サービス プロファイルのグローバル電源同期ポリシーを参照するには、サービス プロファイル
モードで次のコマンドを使用します。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
45

Cisco UCS での電力制限と電源管理
電源同期ポリシーの作成

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name に / と入力し
ます。

ステップ 2

UCS-A/org # scope
service-profile
service-profile-name

指定したサービス プロファイルでサービス プロ
ファイル モードを開始します。サービス プロファ
イルの名前には最低 2 文字から最高 32 文字まで使
用できます。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # set サービス プロファイルで参照可能なグローバル電
power-sync-policy default
源同期ポリシーを指定します。また、次のコマン
ドを使用して、ポリシー参照をデフォルトから他
の電源同期ポリシーに変更することができます。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次の例では、サービス プロファイルで使用するグローバル電源同期ポリシーへの参照を設定しま
す。
UCS-A # scope org
UCS-A/org # scope service-profile spnew
UCS-A/org/service-profile # set power-sync-policy default
UCS-A/org/service-profile* # commit-buffer

電源同期ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 UCS-A # scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー
ドを開始するには、org-name に / と入力します。

ステップ 2 UCS-A /org # create
power-sync-policy
power-sync-pol-name

電源同期ポリシーを作成し、電源同期ポリシー モードを開
始します。電源同期ポリシー名の文字数は最大 16 文字で
す。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 3 UCS-A
（任意）
/org/power-sync-policy* # 電源同期ポリシーの説明を指定します。説明は descr キー
set descr
ワードを使用して変更することもできます。
optionall-description
ステップ 4 UCS-A
物理サーバに電源同期オプションを指定します。電源同期
/org/power-sync-policy* # オプションは sync-option キーワードを使用して変更するこ
set sync-option {
ともできます。次のいずれかになります。
always-sync | default-sync
• [デフォルト同期（Default Sync）]：最初のサーバ アソ
| initial-only-sync }
シエーション後に、設定変更または管理接続の変更を
行うと、サーバの再アソシエーションをトリガーしま
す。このオプションは、物理サーバの電源状態がオフ
で、任意の電源状態がオンの場合、必要な電源状態を
物理サーバに同期します。これはデフォルトの動作で
す。
• [常に同期（Always Sync）]：最初のサーバ アソシエー
ションまたはサーバ再アソシエーションが行われる
と、このオプションは物理サーバの電源状態がオンで
必要な電源状態がオフの場合であっても、必要な電源
状態を物理サーバに常に同期します。
• [最初のみ同期（Initial Only Sync）]：このオプション
は、サービス プロファイルがサーバに初めて関連付
けられた時やサーバが再稼働する時にのみ電源状態を
サーバに同期します。このオプションを設定すると、
物理サーバ側から電源状態をリセットしてもサービス
プロファイルの任意の電源状態には影響しません。
ステップ 5 UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミットします。
/org/power-sync-policy* #
commit-buffer

次の例は、newSyncPolicy という電源同期ポリシーを作成し、デフォルトの同期オプションを設定
し、トランザクションをシステム設定にコミットします。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # create power-sync-policy newSyncPolicy
/org/power-sync-policy* # set decsr newSyncPolicy
/org/power-sync-policy* # set sync-option default-sync
/org/power-sync-policy* # commit-buffer
/org/power-sync-policy #
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次の作業
電源同期ポリシーをサービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに含めま
す。

電源同期ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete
power-sync-policy
power-sync-pol-name

指定された電源同期ポリシーを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、spnew と呼ばれる電源同期ポリシーを削除し、トランザクションをシステムにコミットす
る例を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # delete power-sync-policy spnew
UCS-A /org # commit-buffer

すべての電源同期ポリシーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # show
デフォルト、ローカル、およびその他の電源
power-sync-policy {detail | expand | 同期ポリシーを表示します。
detail expand }
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次に、定義された電源同期ポリシーを表示する例を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # show power-sync-policy expand
Power Sync Policy:
Name
Power Sync Option
-------------------- ----------------default
Default Sync
policy-1
Default Sync
UCS-A /org # show power-sync-policy detail expand
Power Sync Policy:
Full Name: org-root/power-sync-default
Name: default
Description:
Power Sync Option: Default Sync
Policy Owner: Local
Full Name: org-root/power-sync-policy-1
Name: policy-1
Description:
Power Sync Option: Default Sync
Policy Owner: Local
UCS-A /org #

ローカル ポリシーの作成
すべてのサービス プロファイルで使用する、ローカルな電源同期ポリシーを作成するには、電源
同期ポリシーの電源同期定義を作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile
service-profile-name

指定したサービス プロファイルでサービス
プロファイル モードを開始します。サービ
ス プロファイルの名前には最低 2 文字から
最高 32 文字まで使用できます。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # create
power-sync-definition

電源同期定義モードを開始します。電源同
期ポリシーに定義した電源同期ポリシーの
定義を作成できます。

ステップ 4

UCS-A
（任意）
/org/service-profile/power-sync-definition* 電源同期ポリシーの説明を指定します。
# set descr optional-description
descr キーワードを使用しても説明を変更で
きます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

UCS-A
物理サーバに電源同期オプションを指定し
/org/service-profile/power-sync-definition* ます。電源同期オプションは sync-option
# set sync-option { always-sync |
キーワードを使用して変更することもでき
default-sync | initial-only-sync }
ます。

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミッ
/org/service-profile/power-sync-definition* トします。
# commit-buffer

次の例では、ポリシー同期定義を使用してローカル ポリシーを作成し、sync-option を設定し、シ
ステム設定へのトランザクションをコミットします。
UCS-A # scope org
UCS-A/org # scope service-profile spnew
UCS-A/org/service-profile # create power-sync-definition
UCS-A/org/service-profile/power-sync-definition* # set decsr spnew
UCS-A/org/service-profile/power-sync-definition* # set sync-option default-sync
UCS-A/org/service-profile/power-sync-definition* # commit-buffer

ローカル ポリシーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / と入
力します。

ステップ 2

UCS-A/org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルでサービス プロ
service-profile-name
ファイル モードを開始します。サービス プロ
ファイルの名前には最低 2 文字から最高 32 文字
まで使用できます。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # show （任意）
power-sync-policy {detail | expand 電源同期ポリシー モードのローカル ポリシーを
| detail expand }
表示します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile # show 電源同期定義モードで指定したサービスポリシー
power-sync-definition {detail |
のローカル ポリシーを表示します。
expand | detail expand }
（注）
電源同期ポリシーの定義がない場合、
コマンドを使用することはできます
が、表示されません。
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ローカル ポリシーの削除

次の例では、サービス プロファイル spnew で使用されているローカル ポリシーを表示します。
UCS-A # scope org
UCS-A/org # scope service-profile spnew
UCS-A/org/service-profile # show power-sync-definition expand
Power Sync Definition:
Name
Power Sync Option
-------------------- ----------------spnew
Always Sync
UCS-A/org/service-profile # show power-sync-definition detail expand
Power Sync Definition:
Full Name: org-root/ls-sp2/power-sync-def
Name: spnew
Description: optional description
Power Sync Option: Always Sync
Policy Owner: Local
UCS-A/org/service-profile #

ローカル ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name に / と入力
します。

ステップ 2

UCS-A/org # scope
service-profile
service-profile-name

指定したサービス プロファイルでサービス プロ
ファイルモードを開始します。サービスプロファ
イルの名前には最低 2 文字から最高 32 文字まで
使用できます。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile #
delete power-sync-definition

電源同期定義モードを開始します。電源同期ポリ
シー用に定義された電源同期ポリシー定義を削除
することができます。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次の例では、サービス プロファイルで使用されているローカル ポリシーを削除します。
UCS-A # scope org
UCS-A/org # scope service-profile spnew
UCS-A/org/service-profile # delete power-sync-definition
UCS-A/org/service-profile* # commit-buffer
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ラック サーバの電源管理

ラック サーバの電源管理
次のラック サーバでは、パワー キャッピングがサポートされています。
• Cisco UCS C220 M4 サーバ
• Cisco UCS C240 M4 サーバ

UCS Mini の電源管理
リモート オフィスとブランチ サイトに使用され、一部のサーバ導入用の 6324 ファブリック イン
ターコネクト（FI）でブレード サーバの電源を管理できます。UCS Manager は、6324 ファブリッ
ク インターコネクトで使用するデュアル ライン電源装置および 110 V をサポートします。110 V
の電源は、フルロードされたシャーシに十分な電力を供給できない場合があるため、110 V の電
源を使用する場合は電力の割り当て方法を管理できます。デュアル電源は UCS Mini 6324 の AC-48V
と DC-48V の両方の標準です。
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ブレード サーバ管理

ブレード サーバ管理
Cisco UCS Manager 経由で Cisco UCS ドメイン 内のすべてのブレード サーバを管理およびモニタ
できます。電源状態の変更など一部のブレードサーバ管理タスクは、サーバおよびサービスプロ
ファイルから実行できます。
残りの管理タスクは、サーバ上でだけ実行できます。
電源装置は、シャーシのブレードが 2 台以下の場合、省電力モードになります。3 台目のブレー
ドがシャーシに追加され、完全に検出されると、電源装置は通常のモードに戻ります。
シャーシ内のブレードサーバスロットが空の場合、そのスロットに関する情報、エラー、および
障害が Cisco UCS Manager から提示されます。サーバ ミスマッチ エラーを解決し、そのスロット
内のブレード サーバを Cisco UCS Manager で再検出するために、スロットを再認識させることも
できます。

ブレードサーバの削除および解放に関するガイドライン
Cisco UCS Manager を使用してブレード サーバを削除するか解放するかを決定する場合は、次の
ガイドラインを考慮してください。
ブレード サーバの解放
物理的に存在し接続されているブレード サーバを一時的に解放するには、構成から一時的に削除
します。サーバ情報の一部は、ブレード サーバが再稼働する場合に備えて、将来使用するために
Cisco UCS Manager によって保持されます。
ブレード サーバの取り外し
削除は、ブレード サーバをシャーシから接続解除して、Cisco UCS Manager から物理的に削除す
る（取り外す）場合に実行します。ブレード サーバが物理的に存在し、シャーシに接続している
ときは、Cisco UCS Manager から削除できません。ブレード サーバの物理的な削除が完了すると、
そのブレード サーバの設定を Cisco UCS Manager で削除できます。
削除時、そのブレード サーバへのアクティブ リンクは無効化され、すべてのエントリがデータ
ベースから削除されます。サーバは検出時に割り当てられたすべてのサーバ プールから自動的に
削除されます。

（注）

自動的に削除されるのは、ディスカバリ中に自動的にサーバ プールへ追加されたサーバだけ
です。サーバ プールに手動で追加したサーバは手動で削除する必要があります。
削除したブレード サーバを再び設定に追加するには、それを再び接続して検出する必要がありま
す。Cisco UCS Manager に再導入したサーバは、新しいサーバとして処理され、詳細なディスカバ
リ プロセスが実施されます。このため、Cisco UCS Manager によって、以前とは異なる新しい ID
がサーバに割り当てられることがあります。
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予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項

予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項
サーバがサービスプロファイルに関連付けられていない場合は、サーバの物理的な[電源（Power）]
または [リセット（Reset）] ボタンなど、サーバの電源状態を変更するために使用可能な手段をす
べて使用できます。
サーバがサービスプロファイルに関連付けられているか、サービスプロファイルに割り当てられ
ている場合は、サーバの電源状態の変更は次の方法でのみ行う必要があります。
• Cisco UCS Manager GUI で、サーバまたはサーバに関連付けられたサービス プロファイルの
[全般（General）] タブに移動し、[アクション（Actions）] 領域で [ブート サーバ（Boot
Server）] または [シャットダウン サーバ（Shutdown Server）] を選択します。
• Cisco UCS Manager CLI で、サーバまたはサーバに関連付けられたサービス プロファイルを
調べ、power up または power down コマンドを使用します。

重要

電源がオフになっている関連サーバには、次のオプションのいずれも使用しないでください。
• GUI の [リセット（Reset）]
• cycle cycle-immediate または CLI の reset hard-reset-immediate
• サーバの物理的な [電源（Power）] または [リセット（Reset）] ボタン
現在電源がオフになっているサーバに対して、リセットまたはサイクルを実施するか、サーバの
物理的な電源ボタンを使用すると、サーバの実際の電力状態がサービス プロファイルで必要とさ
れる電源状態の設定と同期しなくなる可能性があります。サーバと Cisco UCS Manager 間の通信
が中断したり、サービス プロファイルの設定が変更されると、Cisco UCS Manager によって、必
要とされる電源の状態がサービス プロファイルからサーバに適用される場合があり、この結果予
期しない電力変化が発生する可能性があります。
電源の同期に関する問題は、次に示すように予期しないサーバの再起動につながる可能性があり
ます。
サービス プロファイルで必要
とされる電源状態

現在のサーバの電源状態

通信が中断された後のサーバの
電源状態

アップ

電源オフ

電源オン

ダウン

電源オン

電源オン
（注）

実行中のサーバは、
サービス プロファイ
ルに必要とされる電
源状態に関係なく
シャットダウンされ
ません。
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ブレード サーバのブート

ブレード サーバのブート
はじめる前に
ブレード サーバまたはサーバ プールにサービス プロファイルを関連付けます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に /
を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # power サービスプロファイルに関連付けられたブレー
up
ド サーバをブートします。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、ServProf34 という名前のサービス プロファイルに関連付けられたブレード サーバを
ブートし、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # power up
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ブレード サーバのシャットダウン
この手順を使用して、インストールされているオペレーティング システムによりサーバをシャッ
トダウンする場合、Cisco UCS Manager により、この OS のグレースフル シャットダウン シーケ
ンスがトリガーされます。

（注）

サービス プロファイルに関連付けられたブレード サーバをシャットダウンすると、VIF ダウ
ン アラート F0283 および F0479 が自動的に制限されます。
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はじめる前に
ブレード サーバまたはサーバ プールにサービス プロファイルを関連付けます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / と
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # power サービスプロファイルに関連付けられたブレー
down
ド サーバをシャットダウンします。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ServProf34 という名前のサービス プロファイルに関連付けられたブレード サーバをシャッ
トダウンし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power down
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ブレード サーバの電源再投入
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-num/ server-num

指定したブレード サーバでシャーシ サーバ モード
を開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # cycle ブレード サーバの電源を再投入します。
{cycle-immediate | cycle-wait}
ブレード サーバの電源再投入をただちに開始する
には、cycle-immediate キーワードを使用します。
保留中のすべての管理操作が完了した後に電源再投
入が開始されるようスケジュールするには、
cycle-wait キーワードを使用します。
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ブレード サーバのハード リセットの実行

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、シャーシ 2 のブレード サーバ 4 の電源をただちに再投入し、トランザクションをコミット
する例を示します。
UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # cycle cycle-immediate
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレード サーバのハード リセットの実行
サーバをリセットすると、Cisco UCS Manager により、リセット ライン上にパルスが送信されま
す。オペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを選択することができます。オペ
レーティングシステムがグレースフルシャットダウンをサポートしていない場合は、サーバの電
源を切ってから入れ直します。サーバのリセット前にすべての管理操作を完了させるオプション
を Cisco UCS Manager に適用した場合、それらの管理操作がサーバのリセット前に完了するかど
うかは保証されていません。

（注）

電源切断状態からサーバをブートする場合は、[リセット（Reset）] を使用しないでください。
このプロセスで電源投入を続行すると、サーバの望ましい電源状態が実際の電源状態と同期し
なくなり、サーバが後で予期せずシャットダウンすることがあります。選択したサーバを電源
切断状態から安全にリブートするには、[キャンセル（Cancel）] をクリックし、[サーバの起動
（Boot Server）] アクションを選択します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-num/ server-num

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # reset
{hard-reset-immediate |
hard-reset-wait}

ブレード サーバのハード リセットを実行します。
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サーバのハード リセットをただちに開始するに
は、hard-reset-immediate キーワードを使用しま
す。保留中のすべての管理操作が完了した後にハー
ド リセットが開始されるようスケジュールするに
は、hard-reset-wait キーワードを使用します。

ブレード サーバ管理
ブレード サーバの認識

コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

UCS-A /server # commit-buffer トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、シャーシ 2 のブレード サーバ 4 のハード リセットをただちに実行し、トランザクションを
コミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset hard-reset-immediate
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレード サーバの認識
サーバ、およびそのサーバのエンドポイントすべてを再検出させるには、次の手順を実行します。
たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していなかった状態から抜け出せなくなってい
る場合に、この手順を使用します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# acknowledge server
chassis-num/ server-num

指定されたブレード サーバを認識しま
す。

ステップ 2

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次の例では、シャーシ 2 のサーバ 4 を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# acknowledge server 2/4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #
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シャーシからのブレード サーバの削除

シャーシからのブレード サーバの削除
はじめる前に
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# remove server chassis-num/
server-num

指定したブレード サーバを削除します。

ステップ 2

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

ステップ 3

シャーシの物理的な場所で、スロッ サーバ ハードウェアの取り外し方法につい
トからサーバハードウェアを取り外 ては、お使いのシャーシの 『Cisco UCS
します。
Hardware Installation Guide』 を参照してく
ださい。

次に、シャーシ 2 のブレード サーバ 4 を削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCS-A# remove server 2/4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

次の作業
ブレード サーバを物理的に再設置する場合は、スロットを再認識して、Cisco UCS Manager にこ
のサーバを再検出させる必要があります。
詳細については、ブレード サーバの認識, （59 ページ）を参照してください。

ブレード サーバの解放
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# decommission server
chassis-num/ server-num

指定されたブレード サーバを解放しま
す。

ステップ 2

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。
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ブレード サーバのロケータ LED の電源投入

次の例では、シャーシ 2 のブレード サーバ 4 を解放し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# decommission server 2/4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

ブレード サーバのロケータ LED の電源投入
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-num/ server-num

指定したシャーシでシャーシ サーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # enable
locator-led [multi-master |
multi-slave]

ブレード サーバのロケータ LED の電源を投入し
ます。Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバの場合
は、次のキーワードを追加できます。
• multi-master：マスター ノードのみに対して
LED を点灯します。
• multi-slave：スレーブ ノードのみに対して
LED を点灯します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、シャーシ 2 のブレード サーバ 4 のロケータ LED の電源を投入し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # enable locator-led
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

次に、シャーシ 2 のブレード サーバ 7 のみでマスター ノードのロケータ LED の電源を投入し、
トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 2/7
UCS-A /chassis/server # enable locator-led multi-master
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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ブレード サーバのロケータ LED の電源切断
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-num/ server-num

指定したシャーシでシャーシ モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # disable
locator-led [multi-master |
multi-slave]

ブレード サーバのロケータ LED の電源を切断し
ます。Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバの場合
は、次のキーワードを追加できます。
• multi-master：マスター ノードのみに対して
LED を消灯します。
• multi-slave：スレーブ ノードのみに対して
LED を消灯します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、シャーシ 2 のブレード サーバ 4 のロケータ LED の電源を切断し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 2/4
UCS-A /chassis/server # disable locator-led
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

次に、シャーシ 2 のブレード サーバ 7 のマスター ノードのロケータ LED の電源を切断し、トラ
ンザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 2/7
UCS-A /chassis/server # disable locator-led multi-master
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレード サーバの CMOS のリセット
サーバのトラブルシューティング時に、CMOS のリセットが必要になる場合もあります。CMOS
のリセットは、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
server-num

指定したシャーシでシャーシ サーバ モー
ドを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # reset-cmos

ブレード サーバの CMOS をリセットし
ます。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server # commit-buffer トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次に、シャーシ 2 のブレード サーバ 4 の CMOS をリセットし、トランザクションをコミットする
例を示します。
UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset-cmos
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ブレード サーバの CIMC のリセット
ファームウェアでのサーバのトラブルシューティング時に、CIMC のリセットが必要になる場合
もあります。CIMC のリセットは、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。CIMC のリセッ
ト後、サーバは、そのサーバで実行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされ
ます。
CIMC をリセットすると、CIMC がリブートするまで、Cisco UCS の電力モニタリング機能が短時
間使用不能になります。通常、リセットには20秒しかかかりませんが、その間にピーク電力制限
を超える可能性があります。低電力制限が設定された環境で、設定された電力制限を超えないよ
うにするには、CIMC のリブートまたはアクティブ化を交互に実施することを検討してください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
server-num

指定したシャーシでシャーシ サーバ モー
ドを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope CIMC シャーシ サーバ CIMC モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/CIMC # reset

ブレード サーバの CIMC をリセットしま
す。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /chassis/server/CIMC #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次に、シャーシ 2 のブレード サーバ 4 の CIMC をリセットし、トランザクションをコミットする
例を示します。
UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # scope CIMC
UCS-A /chassis/server/cimc # reset
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc #

ブレード サーバの TPM のクリア
TPM のサポートが含まれている Cisco UCS M4 ブレード サーバおよびラックマウント サーバでの
み、TPM をクリアできます。

注意

TPM のクリアは危険性のある操作です。OS が起動を停止することがあります。また、データ
を損失する可能性もあります。

はじめる前に
TPM が有効である必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
指定したサーバのサーバ モードを開
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid] 始します。

ステップ 2

UCS-A# /chassis/server # scope tpm
tpm-ID

指定された TPM の組織 TPM モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A# /chassis/server/tpm # set
adminaction clear-config

TPM のクリアを指定します。

ステップ 4

UCS-A# /chassis/server/tpm #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次に、ブレード サーバの TPM をクリアする方法の例を示します。
UCS-A# scope server 1/3
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UCS-A# /chassis/server # scope tpm 1
UCS-A# /chassis/server/tpm # set adminaction clear-config
UCS-A#/chassis/server/tpm* # commit-buffer

ブレード サーバからの NMI の発行
システムが無応答状態になっており、Cisco UCS Manager で CIMC から BIOS またはオペレーティ
ング システムにマスク不能割り込み（NMI）を発行する必要がある場合は、次の手順を実行しま
す。このアクションにより、サーバにインストールされているオペレーティング システム応じ
て、コア ダンプまたはスタック トレースが作成されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

指定したサーバのサーバ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # diagnostic-interrupt

ステップ 3

UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

保留中のすべてのトランザクショ
ンをコミットします。

次に、シャーシ 2 のサーバ 4 から NMI を送信し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # diagnostic-interrupt
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ヘルス LED アラーム
ブレード ヘルス LED は、各 Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバの前面にあります。Cisco UCS
Manager では、センサー故障が発生すると、ブレード ヘルス LED が緑色からオレンジ色またはオ
レンジ色の点滅に変化します。
ヘルス LED アラームには次の情報が表示されます。
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Smart SSD

名前

説明

[重大度（Severity）] カラム

アラームの重大度。次のいずれかになります。
• [クリティカル（Critical）]：ブレード ヘルス LED がオレン
ジで点滅します。
• [マイナー（Minor）]：ブレード ヘルス LED がオレンジに
点灯します。

[説明（Description）] カラム

アラームの簡単な説明。

[センサー ID（Sensor ID）] カ
ラム

アラームをトリガーしたセンサーの ID。

[センサー名（Sensor Name）]
カラム

アラームをトリガーしたセンサーの名前。

Smart SSD
Cisco UCS Manager リリース 3.1(3) から、SSD ヘルスのモニタリングがサポートされています。こ
の機能は Smart SSD と呼ばれます。消耗ステータス（日数）、残り耐用期間のパーセンテージな
どのプロパティに関する統計情報が表示されます。プロパティごとに最小値、最大値、平均値が
記録され、表示されます。この機能では、プロパティのしきい値制限も表示されます。

（注）

Smart SSD 機能は、一部の SSD でのみサポートされています。HDD ではサポートされていま
せん。
サポートされる SSD の SATA 範囲は次のとおりです。
• Intel
• Samsung
• Micron
サポートされる SSD の SAS 範囲は次のとおりです。
• 東芝
• Sandisk
• Samsung
• Micron
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（注）

• SAS SSD では [Power-On Hours] と [Power Cycle Count] は使用できません。
• Smart SSD 機能は M4 サーバ以降でのみサポートされています。

SSD ヘルス統計情報の表示
SSD ヘルス統計情報を表示するには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-id/
server-id

指定サーバのシャーシ サーバ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # show stats

指定したサーバの SSD ヘルス統計情報を
表示します。

次に、シャーシ 1 のブレード 3 の SSD ヘルス統計情報を表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # show stats
Ssd Health Stats:
Time Collected: 2016-12-07T19:35:15.920
Monitored Object: sys/chassis-1/blade-3/board/storage-SAS-1/ssd-health-stats-1
Suspect: No
Id: 1
Power Cycle Count: 1022
Power On Hours: 4793
Percentage Life Left: 92
Wear Status In Days: 1679
Thresholded: 0
Time Collected: 2016-12-07T19:35:38.912
Monitored Object: sys/chassis-1/blade-3/board/storage-SAS-1/ssd-health-stats-2
Suspect: No
Id: 2
Power Cycle Count: 1017
Power On Hours: 4270
Percentage Life Left: 87
Wear Status In Days: 1587
Thresholded: 0
Time Collected: 2016-12-07T19:35:15.920
Monitored Object: sys/chassis-1/blade-3/board/storage-SAS-4/ssd-health-stats-1
Suspect: No
Id: 1
Power Cycle Count: 1506
Power On Hours: 5029
Percentage Life Left: 98
Wear Status In Days: 1788
Thresholded: 0
Time Collected: 2016-12-07T19:35:15.920
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Monitored Object: sys/chassis-1/blade-3/board/storage-SAS-4/ssd-health-stats-2
Suspect: No
Id: 2
Power Cycle Count: 58
Power On Hours: 4731
Percentage Life Left: 100
Wear Status In Days: 1825
Thresholded: 0
UCS-A /chassis/server #
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ラックマウント サーバ管理
Cisco UCS Manager を使用して、Cisco UCS ドメイン に統合されているすべてのラックマウント
サーバを管理およびモニタすることができます。電力制限を除くすべての管理およびモニタリン
グ機能がラックマウント サーバでサポートされます。電源状態の変更など一部のラックマウント
サーバ管理タスクは、サーバとサービス プロファイルの両方から行うことができます。残りの管
理タスクは、サーバ上でだけ実行できます。
Cisco UCS Manager は、検出された各ラックマウント サーバに関する情報、エラー、および障害
を提示します。

ヒント

サポートされる Cisco UCS ラックマウント サーバと Cisco UCS Manager との統合方法について
は、ご使用の Cisco UCS Manager のリリースに応じた Cisco UCS C シリーズ サーバ統合ガイド
または Cisco UCS S シリーズ サーバ統合ガイドを参照してください。

ラックマウントサーバの削除および解放に関するガイド
ライン
Cisco UCS Manager を使用してラックマウント サーバを削除するか解放するかを決定する場合は、
次のガイドラインを考慮してください。
ラックマウント サーバの解放
解放は、ラックマウント サーバが物理的に存在し接続しているときに、一時的に設定から削除す
る場合に実行します。解放されたラックマウント サーバは最終的に再稼働することが予測される
ので、サーバの情報部分は、将来の使用に備え、Cisco UCS Manager によって保持されます。
ラックマウント サーバの削除
削除は、ラックマウントサーバをファブリックエクステンダから接続解除して、システムから物
理的に削除する（取り外す）場合に実行します。ラックマウント サーバが物理的に存在し、ファ
ブリック エクステンダに接続しているときは、Cisco UCS Manager から削除できません。ラック
マウント サーバの接続を解除した後、そのラックマウント サーバの設定を Cisco UCS Manager か
ら削除できます。
削除時、管理インターフェイスは接続解除され、すべてのエントリがデータベースから削除され
ます。サーバは検出時に割り当てられたすべてのサーバ プールから自動的に削除されます。

（注）

自動的に削除されるのは、検出時に自動的にサーバ プールに追加されたサーバだけです。サー
バ プールに手動で追加したサーバは手動で削除する必要があります。
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削除したラックマウント サーバを再び設定に追加する場合は、それを再び接続して検出する必要
があります。Cisco UCS Manager に再導入したサーバは、新しいサーバのように処理され、詳細な
ディスカバリ プロセスが実施されます。このため、Cisco UCS Manager によって、以前とは異な
る新しい ID がサーバに割り当てられることがあります。

予期しないサーバ電力変更を回避するための推奨事項
サーバがサービスプロファイルに関連付けられていない場合は、サーバの物理的な[電源（Power）]
または [リセット（Reset）] ボタンなど、サーバの電源状態を変更するために使用可能な手段をす
べて使用できます。
サーバがサービスプロファイルに関連付けられているか、サービスプロファイルに割り当てられ
ている場合は、サーバの電源状態の変更は次の方法でのみ行う必要があります。
• Cisco UCS Manager GUI で、サーバまたはサーバに関連付けられたサービス プロファイルの
[全般（General）] タブに移動し、[アクション（Actions）] 領域で [ブート サーバ（Boot
Server）] または [シャットダウン サーバ（Shutdown Server）] を選択します。
• Cisco UCS Manager CLI で、サーバまたはサーバに関連付けられたサービス プロファイルを
調べ、power up または power down コマンドを使用します。

重要

電源がオフになっている関連サーバには、次のオプションのいずれも使用しないでください。
• GUI の [リセット（Reset）]
• cycle cycle-immediate または CLI の reset hard-reset-immediate
• サーバの物理的な [電源（Power）] または [リセット（Reset）] ボタン
現在電源がオフになっているサーバに対して、リセットまたはサイクルを実施するか、サーバの
物理的な電源ボタンを使用すると、サーバの実際の電力状態がサービス プロファイルで必要とさ
れる電源状態の設定と同期しなくなる可能性があります。サーバと Cisco UCS Manager 間の通信
が中断したり、サービス プロファイルの設定が変更されると、Cisco UCS Manager によって、必
要とされる電源の状態がサービス プロファイルからサーバに適用される場合があり、この結果予
期しない電力変化が発生する可能性があります。
電源の同期に関する問題は、次に示すように予期しないサーバの再起動につながる可能性があり
ます。
サービス プロファイルで必要
とされる電源状態

現在のサーバの電源状態

通信が中断された後のサーバの
電源状態

アップ

電源オフ

電源オン
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サービス プロファイルで必要
とされる電源状態

現在のサーバの電源状態

通信が中断された後のサーバの
電源状態

ダウン

電源オン

電源オン
（注）

実行中のサーバは、
サービス プロファイ
ルに必要とされる電
源状態に関係なく
シャットダウンされ
ません。

ラックマウント サーバのブート
はじめる前に
ラックマウント サーバとサービス プロファイルを関連付けます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile #
power up

サービス プロファイルに関連付けられたラッ
クマウント サーバをブートします。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、ServProf34 という名前のサービス プロファイルに関連付けられたラックマウント サー
バをブートし、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power up
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #
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ラックマウント サーバのシャットダウン
この手順を使用して、インストールされているオペレーティング システムによりサーバをシャッ
トダウンする場合、Cisco UCS Manager により、この OS のグレースフル シャットダウン シーケ
ンスがトリガーされます。

はじめる前に
ラックマウント サーバとサービス プロファイルを関連付けます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / と
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile #
power down

サービス プロファイルに関連付けられたラッ
クマウント サーバをシャットダウンします。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットし
ます。

次に、ServProf34 という名前のサービス プロファイルに関連付けられたラックマウント サーバを
シャットダウンし、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power down
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ラックマウントサーバの出荷時のデフォルト設定へのリ
セット
ラックマウント サーバを出荷時の設定にリセットできるようになりました。デフォルトでは、出
荷時へのリセット操作は、ストレージ ドライブおよび flexflash ドライブなどのストレージに影響
しません。これはデータの損失を防止するためです。ただし、これらのデバイスを既知の状態に
リセットすることもできます。
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重要

ストレージ デバイスをリセットすると、データが失われる可能性があります。
サーバを出荷時のデフォルト設定にリセットする必要がある場合には、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope server
server-num

指定したラックマウント サーバでサーバ モードを開始
します。

ステッ
プ2

UCS-A /server # reset
サーバ設定の工場出荷時の初期状態へのリセットは、
factory-default
次のコマンド オプションを使用して行います。
[delete-flexflash-storage |
• factory-default：ストレージを削除せずに、サーバ
delete-storage
[create-initial-storage-volumes]
を工場出荷時の初期状態にリセットします
]
• delete-flexflash-storage：サーバを工場出荷時の初
期状態にリセットして、FlexFlash ストレージを削
除します
• delete-storage：サーバを工場出荷時の初期状態に
リセットして、すべてのストレージを削除します
• create-initial-storage-volumes：サーバを工場出荷時
の初期状態にリセットし、すべてのストレージを
削除し、すべてのディスクを初期状態に設定しま
す
重要

ステッ
プ3

ストレージ プロファイルを使用する場合
は、create-initial-storage-volumes コマンド
オプションを使用しないでください。スト
レージ プロファイルを使用しているとき
に初期ボリュームを作成すると、設定エ
ラーが発生する可能性があります。

UCS-A /server # commit-buffer トランザクションをシステム設定にコミットします。

次に、ストレージを削除せずに、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットして、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # reset factory-default
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #
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次に、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットし、FlexFlash ストレージを削除して、トランザ
クションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # reset factory-default delete-flexflash-storage
UCS-A /server* # commit-buffer

次に、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットし、すべてのストレージを削除して、トランザ
クションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # reset factory-default delete-storage
UCS-A /server* # commit-buffer

次に、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットし、すべてのストレージを削除し、すべてのディ
スクを初期状態に設定して、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # reset factory-default delete-storage create-initial-storage-volumes
UCS-A /server* # commit-buffer

ラックマウント サーバの電源再投入
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope server
server-num

指定したラックマウント サーバでサーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /server # cycle
{cycle-immediate |
cycle-wait}

ラックマウント サーバの電源を再投入します。

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットします。

ステップ 3

ラックマウント サーバの電源再投入をただちに開始
するには、cycle-immediate キーワードを使用しま
す。保留中のすべての管理操作が完了した後に電源
再投入が開始されるようスケジュールするには、
cycle-wait キーワードを使用します。

次に、ラックマウント サーバ 2 の電源をただちに再投入し、トランザクションをコミットする例
を示します。
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # cycle cycle-immediate
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #
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ラックマウント サーバのハード リセットの実行
サーバをリセットすると、Cisco UCS Manager により、リセット ライン上にパルスが送信されま
す。オペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを選択することができます。オペ
レーティングシステムがグレースフルシャットダウンをサポートしていない場合は、サーバの電
源を切ってから入れ直します。サーバのリセット前にすべての管理操作を完了させるオプション
を Cisco UCS Manager に適用した場合、それらの管理操作がサーバのリセット前に完了するかど
うかは保証されていません。

（注）

電源切断状態からサーバをブートする場合は、[リセット（Reset）] を使用しないでください。
このプロセスで電源投入を続行すると、サーバの望ましい電源状態が実際の電源状態と同期し
なくなり、サーバが後で予期せずシャットダウンすることがあります。選択したサーバを電源
切断状態から安全にリブートするには、[キャンセル（Cancel）] をクリックし、[サーバの起動
（Boot Server）] アクションを選択します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
server-num

指定したラックマウント サーバでサーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /server # reset
{hard-reset-immediate |
hard-reset-wait}

ラックマウント サーバのハード リセットを実行しま
す。

UCS-A /server #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットします。

ステップ 3

ラックマウント サーバのハード リセットをただちに
開始するには、hard-reset-immediate キーワードを使
用します。保留中のすべての管理操作が完了した後
にハードリセットが開始されるようスケジュールす
るには、hard-reset-wait キーワードを使用します。

次に、ラックマウント サーバ 2 のハード リセットをただちに実行し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # reset hard-reset-immediate
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #
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ラックマウント サーバの認識
サーバ、およびそのサーバのエンドポイントすべてを再検出させるには、次の手順を実行します。
たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していなかった状態から抜け出せなくなってい
る場合に、この手順を使用します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# acknowledge server
server-num

指定されたラックマウント サーバを認識
します。

ステップ 2

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次の例では、ラックマウント サーバ 2 を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# acknowledge server 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

ラックマウント サーバの解放
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# decommission server
server-num

指定されたラックマウント サーバを解放
します。

ステップ 2

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次の例では、ラックマウント サーバ 2 を解放し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# decommission server 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #
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ラックマウント サーバの番号付け直し
はじめる前に
サーバ間で ID を交換する場合は、まず両方のサーバを解放し、サーバ解放 FSM が完了するのを
待ってから、番号の再設定手順に進みます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# show server inventory サーバに関する情報を表示します。

ステップ 2

サーバ インベントリに以下
が含まれていないことを確認
してください。

• 番号を付け直すラックマウント サーバ
• 使用する番号を持つラックマウント サーバ
これらのラックマウント サーバのいずれかがサーバ
インベントリにリストされている場合は、これらの
サーバをデコミッションします。続行前に、デコミッ
ション FSM が完了し、ラックマウント サーバがサー
バ インベントリにリストされなくなるまで待機する
必要があります。これには数分かかる場合がありま
す。
どのサーバがデコミッションされたかを確認するに
は、show server decommissioned コマンドを発行しま
す。

ステップ 3

UCS-A# recommission server 指定したラックマウントサーバをリコミッションし、
vendor-name model-name
番号を付け直します。
serial-numnew-id

ステップ 4

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットします。

次の例では、ID 2 のラックマウント サーバをデコミッションし、ID を 3 に変更し、そのサーバを
リコミッションし、トランザクションをコミットします。
UCS-A# show server inventory
Server Equipped PID
Ackd Cores
------- --------------------1/1
UCSB-B200-M3
16
1/2
UCSB-B200-M3
16
1/3
UCSB-B200-M3
16
1/4
UCSB-B200-M3
1/5

Equipped VID Equipped Serial (SN) Slot Status

------------ -------------------- ---------------- ---------------V01

FCH1532718P

Equipped

131072

V01

FCH153271DF

Equipped

131072

V01

FCH153271DL

Equipped

114688

V01
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1/6
1/7
16
1/8
1
12
2
4

N20-B6730-1

V01

JAF1432CFDH

Empty
Equipped

65536

R200-1120402W V01

QCI1414A02J

Empty
N/A

49152

R210-2121605W V01
UCSC-BSE-SFF-C200 V01

QCI1442AHFX
QCI1514A0J7

N/A
N/A

24576
8192

8
8

UCS-A# decommission server 2
UCS-A*# commit-buffer
UCS-A# show server decommissioned
Vendor
Model
Serial (SN) Server
----------------- -------------------- -----Cisco Systems Inc R210-2121605W QCI1442AHFX 2
UCS-A# recommission chassis "Cisco Systems Inc" "R210-2121605W" QCI1442AHFX 3
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A # show server inventory
Server Equipped PID Equipped VID
Ackd Cores
------- ------------ --------------------1/1
UCSB-B200-M3 V01
16
1/2
UCSB-B200-M3 V01
16
1/3
UCSB-B200-M3 V01
16
1/4
UCSB-B200-M3 V01
1/5
1/6
1/7
N20-B6730-1 V01
16
1/8
1
R200-1120402W V01
12
3
R210-2121605W V01
4
UCSC-BSE-SFF-C200 V01

Equipped Serial (SN) Slot Status

Ackd Memory (MB)

-------------------- ---------------- ---------------FCH1532718P

Equipped

131072

FCH153271DF

Equipped

131072

FCH153271DL

Equipped

114688

JAF1432CFDH

Empty
Empty
Empty
Equipped

65536

QCI1414A02J

Empty
N/A

49152

QCI1442AHFX
QCI1514A0J7

N/A
N/A

24576
8192

8
8

ラックマウント サーバの削除
はじめる前に
次の手順を実行する前に、ラックマウント サーバとファブリック エクステンダを接続している
CIMC LOM ケーブルを物理的に外します。ハイ アベイラビリティ構成の場合は、両方のケーブル
を外します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# remove server server-num

指定したラックマウント サーバを削除し
ます。

ステップ 2

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。
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次に、ラックマウント サーバ 4 を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# remove server 4
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

次の作業
ラックマウント サーバを物理的に再接続する場合は、それを再認識して、Cisco UCS Manager に
このサーバを再検出させる必要があります。
詳細については、ラックマウント サーバの認識, （77 ページ）を参照してください。

ラックマウント サーバのロケータ LED の電源投入
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server server-num

指定したラックマウント サーバでサーバ
モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /server # enable locator-led ラックマウント サーバのロケータ LED の
電源を投入します。

ステップ 3

UCS-A /server # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、ラックマウント サーバ 2 のロケータ LED の電源を投入し、トランザクションをコミットす
る例を示します。
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # enable locator-led
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #

ラックマウント サーバのロケータ LED の電源切断
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope server server-num

指定したラックマウント サーバでサーバ
モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /server # disable locator-led ラックマウント サーバのロケータ LED の
電源を切断します。

ステップ 3

UCS-A /server # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、ラックマウント サーバ 2 のロケータ LED の電源を切断し、トランザクションをコミットす
る例を示します。
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # disable locator-led
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #

ラックマウント サーバの CMOS のリセット
サーバのトラブルシューティング時に、CMOS のリセットが必要になる場合もあります。CMOS
のリセットは、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server server-num

ラックマウント サーバでサーバ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /server # reset-cmos

ラックマウント サーバの CMOS をリセッ
トします。

ステップ 3

UCS-A /server # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、ラックマウント サーバ 2 の CMOS をリセットし、トランザクションをコミットする例を示
します。
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # reset-cmos
UCS-A /server* # commit-buffer
UCS-A /server #
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ラックマウント サーバの CIMC のリセット
ファームウェアでのサーバのトラブルシューティング時に、CIMC のリセットが必要になる場合
もあります。CIMC のリセットは、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。CIMC のリセッ
ト後、サーバは、そのサーバで実行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされ
ます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server server-num

指定したラックマウント サーバでサーバ
モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /server # scope CIMC

サーバ CIMC モードに入ります。

ステップ 3

UCS-A /server/CIMC # reset

ラックマウント サーバの CIMC をリセッ
トします。

ステップ 4

UCS-A /server/CIMC #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、ラックマウント サーバ 2 の CIMC をリセットし、トランザクションをコミットする例を示
します。
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server # scope CIMC
UCS-A /server/cimc # reset
UCS-A /server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /server/cimc #

ラックマウント サーバの TPM のクリア
TPM のサポートが含まれている Cisco UCS M4 ブレード サーバおよびラックマウント サーバでの
み、TPM をクリアできます。

注意

TPM のクリアは危険性のある操作です。OS が起動を停止することがあります。また、データ
を損失する可能性もあります。

はじめる前に
TPM が有効である必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server server-num

ラックマウント サーバでサーバ モード
を開始します。

ステップ 2

UCS-A# /server # scope tpm tpm-ID

指定された TPM の組織 TPM モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A# /server/tpm # set adminaction TPM のクリアを指定します。
clear-config

ステップ 4

UCS-A# /server/tpm # commit-buffer トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次に、ラックマウント サーバの TPM をクリアする方法の例を示します。
UCS-A#
UCS-A#
UCS-A#
UCS-A#

scope server 3
/server # scope tpm 1
/server/tpm # set adminaction clear-config
/server/tpm* # commit-buffer

ラックマウント サーバのステータスの表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# show server status

Cisco UCS ドメイン のすべてのサーバのス
テータスを表示します。

次に、Cisco UCS ドメイン 内のすべてのサーバのステータスを表示する例を示します。番号が 1
および 2 のサーバはラックマウント サーバであるため、それらのサーバには表にリストされてい
るスロットがありません。
Server Slot Status
Availability Overall Status Discovery
-------------------------------------------------------------------1/1
Equipped Unavailable
Ok
Complete
1/2
Equipped Unavailable
Ok
Complete
1/3
Equipped Unavailable
Ok
Complete
1/4
Empty
Unavailable
Ok
Complete
1/5
Equipped Unavailable
Ok
Complete
1/6
Equipped Unavailable
Ok
Complete
1/7
Empty
Unavailable
Ok
Complete
1/8
Empty
Unavailable
Ok
Complete

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
83

ラックマウント サーバ管理
ラックマウント サーバからの NMI の発行

1
2

Equipped
Equipped

Unavailable
Unavailable

Ok
Ok

Complete
Complete

ラックマウント サーバからの NMI の発行
システムが無応答状態になっており、Cisco UCS Manager で CIMC から BIOS またはオペレーティ
ング システムにマスク不能割り込み（NMI）を発行する必要がある場合は、次の手順を実行しま
す。このアクションにより、サーバにインストールされているオペレーティング システム応じ
て、コア ダンプまたはスタック トレースが作成されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

指定したサーバのサーバ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # diagnostic-interrupt

ステップ 3

UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

保留中のすべてのトランザクショ
ンをコミットします。

次に、シャーシ 2 のサーバ 4 から NMI を送信し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # diagnostic-interrupt
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

Power Transition Log の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server server-num

ラックマウント サーバでサーバ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A# /chassis/server # show
power-transition-log

指定したサーバの computeRebootLog イン
スタンスを表示します。
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Power Transition Log の表示

次に、サーバ 3 の Power Transition Log を表示する例を示します。
UCS-A# scope server 3
UCS-A# /chassis/server # show power-transition-log
Last 5 server reboots (Newest first):
Pwr Change Source
Last pwr transition timestamp
------------------------------ ----------------------------UCSM TURNUP
2016-10-28T09:35:04.498
HOST PWR TRANSITION
2016-10-27T17:06:56.157
UCSM TURNUP
2016-10-27T17:06:24.734
UCSM ASSOCIATE
2016-10-27T17:06:24.068
UCSM SERVER DISCOVER
2016-10-27T16:56:56.153
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Power Transition Log の表示
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コンピュート カートリッジ管理
• コンピュート カートリッジ, 87 ページ
• シャーシのカートリッジ スロットの確認, 87 ページ
• シャーシからのカートリッジの取り外し, 88 ページ
• カートリッジのステータスの表示, 89 ページ
• カートリッジ内のすべてのサーバのステータスの表示, 90 ページ

コンピュート カートリッジ
コンピュート カートリッジは最大 2 つの Cisco UCS サーバで構成されます。それぞれのサーバ
は、サーバ固有の CIMC インスタンスを使用して個別に管理することが可能であり、独自のメモ
リと CPU が搭載されています。カートリッジに I/O アダプタやローカル ストレージは内蔵されて
いません。

シャーシのカートリッジ スロットの確認
カートリッジ スロットが不一致状態にある場合は、次の手順を実行してカートリッジを検出しま
す。

（注）

カートリッジが別のカートリッジに交換されている、あるいは、同じシャーシまたは別のシャー
シ内の新しいスロットに移動されている場合は、不一致状態になります。
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シャーシからのカートリッジの取り外し

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# acknowledge cartridge-slot
chassis-id/ cartridge-id

指定されたカートリッジ スロットを認
識します。

ステップ 2

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次に、シャーシ 1 内のカートリッジ 1 を認識して、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCS-A# acknowledge cartridge-slot 1/1
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシからのカートリッジの取り外し
はじめる前に
次の手順を実行する前に、シャーシからカートリッジを物理的に取り外します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# remove cartridge
chassis-num/ cartridge-num

指定されたシャーシから指定されたカート
リッジを取り外します。

ステップ 2

UCS-A# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、シャーシ 1 内のカートリッジ 1 を取り外して、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCS-A# remove cartridge 1/1
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

次の作業
カートリッジを物理的に取り付け直す場合は、カートリッジを再認識して、Cisco UCS Manager に
カートリッジを再検出させる必要があります。
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カートリッジのステータスの表示
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

UCS-A# show cartridge status [detail] Cisco UCS ドメイン 内のすべてのカート
リッジのステータスを表示します。

次に、Cisco UCS ドメイン 内のすべてのカートリッジのステータスを表示する例を示します。
UCS-A# show cartridge status
Cartridge Slot Status
---------- --------------------------------1/1
Equipped
1/2
Equipped
1/3
Equipped
1/4
Equipped
1/5
Equipped
1/6
Equipped Not Primary
1/7
Equipped
1/8
Equipped Not Primary

PID
--UCSME-1414
UCSME-1414
UCSME-1625
UCSME-142-M4
UCSME-2814
UCSME-2814

次に、Cisco UCS ドメイン 内のすべてのカートリッジの詳細なステータスを表示する例を示しま
す。
UCS-A# show cartridge status detail
Cartridge 1/1:
Product Name: Cisco UCSME-1414
Presence: Equipped
PID: UCSME-1414
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): FCH19117PPK
Revision: 0
Cartridge 1/2:
Product Name: Cisco UCSME-1414
Presence: Equipped
PID: UCSME-1414
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): FCH19117PPF
Revision: 0
Cartridge 1/3:
Product Name: Cisco UCSME-1625
Presence: Equipped
PID: UCSME-1625
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): FCH1943JC3T
Revision: 0
Cartridge 1/4:
Product Name: Cisco UCSME-142-M4
Presence: Equipped
PID: UCSME-142-M4
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): FCH18367M3W
Revision: 0
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...

カートリッジ内のすべてのサーバのステータスの表示
カートリッジ モードからカートリッジ内のすべてのサーバのステータスを表示できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassis chassis-num 指定したシャーシでシャーシ モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /chassis# scope cartridge
cartridge-id

指定されたカートリッジ ID のカートリッジ
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/cartridge# show
server

指定されたカートリッジ内のすべてのサーバ
のステータスを表示します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/cartridge# show
server detail

（任意）
指定されたカートリッジ内のすべてのサーバ
の詳細情報を表示します。

次に、指定されたカートリッジ内のすべてのサーバのステータスを表示する例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope cartridge 4
UCS-A /chassis/cartridge # show server
Server:
Instance ID
Model
Overall Status
Availability
--------------- ------------------------- --------------------- -----------1 UCSME-1414
Ok
Unavailable

次に、指定されたカートリッジ内のすべてのサーバの詳細情報を表示する例を示します。
UCS-A /chassis/cartridge # show server detail
Server:
Instance ID: 1
Name:
User Label:
Overall Status: Ok
Oper Qualifier: N/A
Association: Associated
Availability: Unavailable
Discovery: Complete
Conn Path: A,B
Conn Status: A,B
Managing Instance: A
Admin Power: Policy
Oper Power: On
Admin State: In Service
Product Name: Cisco UCSME-1414
Equipped PID: UCSME-1414
Equipped VID: V00
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Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): FCH19117PPF
Revision: 0
Mfg Date: 2015-04-17T00:00:00.000
Presence: Equipped
Part Number: 68-5701-01
Memory (MB): 32768
Effective Memory (MB): 32768
Operating Memory Speed (MHz): 1600
Operating Memory Voltage: Regular Voltage
Cores: 4
Num Of Cores Enabled: 4
Adapters: 0
Eth Host Interfaces: 2
FC Host Interfaces: 0
Burned-In UUID: e9a1623e-6fe9-4f41-a5c6-a8f7c4c00fd5
Dynamic UUID: e9a1623e-6fe9-4f41-a5c6-a8f7c4c00fd5
Current Task 1:
Current Task 2:
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モジュラ サーバ管理
• モジュラ サーバ管理, 93 ページ
• モジュラ サーバのブート, 94 ページ
• モジュラ サーバのシャットダウン, 94 ページ
• モジュラ サーバの電源再投入, 95 ページ
• モジュラ サーバのハード リセットの実行, 96 ページ
• モジュラ サーバの認識, 97 ページ
• モジュラ サーバの稼働停止, 97 ページ
• モジュラ サーバのステータスの表示, 98 ページ
• モジュラ サーバのロケータ LED の点灯, 98 ページ
• モジュラ サーバのロケータ LED の消灯, 99 ページ
• モジュラ サーバの CMOS のリセット, 100 ページ
• モジュラ サーバの CIMC のリセット, 100 ページ
• モジュラ サーバからの NMI の発行, 101 ページ
• ヘルス LED アラーム, 102 ページ
• ヘルス LED ステータスの表示, 102 ページ

モジュラ サーバ管理
（注）

カートリッジからサーバを削除することはできません。
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モジュラ サーバのブート

モジュラ サーバのブート
はじめる前に
サービス プロファイルとモジュラ サーバまたはサーバ プールを関連付けます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に /
を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # power サービスプロファイルに関連付けられたモジュ
up
ラ サーバをブートします。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ServProf34 という名前のサービス プロファイルに関連付けられたモジュラ サーバをブート
して、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # power up
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

モジュラ サーバのシャットダウン
この手順を使用して、インストールされているオペレーティング システムによりサーバをシャッ
トダウンする場合、Cisco UCS Manager により、この OS のグレースフル シャットダウン シーケ
ンスがトリガーされます。

はじめる前に
サービス プロファイルとモジュラ サーバまたはサーバ プールを関連付けます。
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モジュラ サーバの電源再投入

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / と
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # power サービスプロファイルに関連付けられたモジュ
down
ラ サーバをシャットダウンします。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ServProf34 という名前のサービス プロファイルに関連付けられたモジュラ サーバをシャッ
トダウンして、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power down
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

モジュラ サーバの電源再投入
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-num/ cartridge-id/
server-num

指定されたシャーシとカートリッジ内の指定され
たモジュラ サーバのカートリッジ サーバ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server # モジュラ サーバの電源再投入を行います。
cycle {cycle-immediate |
モジュラ サーバの電源再投入をただちに開始する
cycle-wait}
には、cycle-immediate キーワードを使用します。
保留中のすべての管理操作が完了した後に電源再
投入が開始されるようスケジュールするには、
cycle-wait キーワードを使用します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/cartridge/server # トランザクションをシステム設定にコミットしま
commit-buffer
す。
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次に、シャーシ 2 のカートリッジ 2 内のモジュラ サーバ 2 の電源再投入をただちに行って、トラ
ンザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # cycle cycle-immediate
UCS-A /chassis/cartridge/server # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #

モジュラ サーバのハード リセットの実行
サーバをリセットすると、Cisco UCS Manager により、リセット ライン上にパルスが送信されま
す。オペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを選択することができます。オペ
レーティングシステムがグレースフルシャットダウンをサポートしていない場合は、サーバの電
源を切ってから入れ直します。サーバのリセット前にすべての管理操作を完了させるオプション
を Cisco UCS Manager に適用した場合、それらの管理操作がサーバのリセット前に完了するかど
うかは保証されていません。

（注）

電源切断状態からサーバをブートする場合は、[リセット（Reset）] を使用しないでください。
このプロセスで電源投入を続行すると、サーバの望ましい電源状態が実際の電源状態と同期し
なくなり、サーバが後で予期せずシャットダウンすることがあります。選択したサーバを電源
切断状態から安全にリブートするには、[キャンセル（Cancel）] をクリックし、[サーバの起動
（Boot Server）] アクションを選択します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-num/ cartridge-id/
server-num

指定されたシャーシとカートリッジ内の指定され
たモジュラ サーバのカートリッジ サーバ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server # モジュラ サーバのハード リセットを実行します。
reset {hard-reset-immediate |
サーバのハードリセットをただちに開始するには、
hard-reset-wait}
hard-reset-immediate キーワードを使用します。保
留中のすべての管理操作が完了した後にハード リ
セットが開始されるようスケジュールするには、
hard-reset-wait キーワードを使用します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/cartridge/server # トランザクションをシステム設定にコミットしま
commit-buffer
す。
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モジュラ サーバ管理
モジュラ サーバの認識

次に、シャーシ 2 のカートリッジ 2 内のモジュラ サーバ 2 の即時ハード リセットを実行して、ト
ランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # reset hard-reset-immediate
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #

モジュラ サーバの認識
サーバ、およびそのサーバのエンドポイントすべてを再検出させるには、次の手順を実行します。
たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していなかった状態から抜け出せなくなってい
る場合に、この手順を使用します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# acknowledge server chassis-id/ 指定されたシャーシとカートリッジ内の
cartridge-id/ server-id
指定されたモジュラ サーバを認識しま
す。

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、シャーシ 2 のカートリッジ 2 内のモジュラ サーバ 2 を認識して、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# acknowledge server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A #

モジュラ サーバの稼働停止
サーバを一時的に UCSM 構成から削除するには、サーバの稼働停止を行います。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# decommission server
chassis-num/ cartridge-id/ server-num

指定されたシャーシとカートリッジ内の
指定されたモジュラ サーバを稼働停止に
します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。
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モジュラ サーバ管理
モジュラ サーバのステータスの表示

次に、シャーシ 2 のカートリッジ 2 内のモジュラ サーバ 2 を稼働停止にして、トランザクション
をコミットする例を示します。
UCS-A# decommission server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A #

モジュラ サーバのステータスの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
cartridge-id/ server-num

指定されたシャーシとカートリッジ内の指
定されたモジュラ サーバのカートリッジ
サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server # show 指定されたモジュラ サーバのステータスを
status
表示します。

次に、シャーシ 1 のカートリッジ 3 内のモジュラ サーバ 1 のステータスを表示する例を示しま
す。
UCS-A# scope server 1/3/1
UCS-A /chassis/cartridge/server # show status
Server Slot Status
Availability Overall Status
Discovery
------- --------------------------------- ------------ --------------------- --------1/3/1
Equipped
Available
Unassociated
Complete

モジュラ サーバのロケータ LED の点灯
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
cartridge-id/ server-num

指定されたシャーシとカートリッジ内の指
定されたモジュラ サーバのシャーシ サー
バ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server #
enable locator-led

モジュラ サーバ ロケータ LED を点灯しま
す。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
98

モジュラ サーバ管理
モジュラ サーバのロケータ LED の消灯

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、シャーシ 2 のカートリッジ 2 内のモジュラ サーバ 2 のロケータ LED を点灯して、トランザ
クションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # enable locator-led
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #

モジュラ サーバのロケータ LED の消灯
ロケータ LED はカートリッジ内のすべてのモジュラ サーバで共有されます。そのため、カート
リッジのロケータ LED を消灯するには、カートリッジ内のすべてのモジュラ サーバから消灯する
必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
cartridge-id/ server-num

指定されたシャーシとカートリッジ内の
指定されたモジュラ サーバのシャーシ
モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server #
disable locator-led

モジュラ サーバ ロケータ LED を消灯しま
す。

ステップ 3

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、シャーシ 2 のカートリッジ 2 内のモジュラ サーバ 2 のロケータ LED を消灯して、トランザ
クションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # disable locator-led
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #
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モジュラ サーバの CMOS のリセット
サーバのトラブルシューティング時に、CMOS のリセットが必要になる場合もあります。CMOS
のリセットは、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
cartridge-id/ server-num

指定されたシャーシとカートリッジ内の指
定されたモジュラ サーバのカートリッジ
サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server #
reset-cmos

モジュラ サーバの CMOS をリセットしま
す。

ステップ 3

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、シャーシ 2 のカートリッジ 2 のモジュラ サーバ 2 の CMOS をリセットして、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # reset-cmos
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #

モジュラ サーバの CIMC のリセット
ファームウェアでのサーバのトラブルシューティング時に、CIMC のリセットが必要になる場合
もあります。CIMC のリセットは、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。CIMC のリセッ
ト後、サーバは、そのサーバで実行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされ
ます。
CIMC をリセットすると、CIMC がリブートするまで、Cisco UCS の電力モニタリング機能が短時
間使用不能になります。通常、リセットには20秒しかかかりませんが、その間にピーク電力制限
を超える可能性があります。低電力制限が設定された環境で、設定された電力制限を超えないよ
うにするには、CIMC のリブートまたはアクティブ化を交互に実施することを検討してください。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
cartridge-id/ server-num

指定されたシャーシとカートリッジ内の指
定されたモジュラ サーバのカートリッジ
サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server # scope カートリッジ サーバ CIMC モードを開始
CIMC
します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/cartridge/server/CIMC モジュラ サーバの CIMC をリセットしま
# reset
す。

ステップ 4

UCS-A /chassis/cartridge/server/CIMC トランザクションをシステム設定にコミッ
# commit-buffer
トします。

次に、シャーシ 2 のカートリッジ 2 のモジュラ サーバ 2 の CIMC をリセットして、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # scope CIMC
UCS-A /chassis/cartridge/server/cimc # reset
UCS-A /chassis/cartridge/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server/cimc #

モジュラ サーバからの NMI の発行
システムが無応答状態になっており、Cisco UCS Manager で CIMC から BIOS またはオペレーティ
ング システムにマスク不能割り込み（NMI）を発行する必要がある場合は、次の手順を実行しま
す。このアクションにより、サーバにインストールされているオペレーティング システム応じ
て、コア ダンプまたはスタック トレースが作成されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope server chassis-id/ cartridge-id/ 指定したサーバのサーバモードを
server-id
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server #
diagnostic-interrupt

ステップ 3

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定
にコミットします。
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次に、シャーシ 2 のカートリッジ 2 内のサーバ 2 から NMI を送信して、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # diagnostic-interrupt
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #

ヘルス LED アラーム
サーバ ヘルス LED は、各 Cisco UCS M シリーズ サーバの前面にあります。Cisco UCS Manager で
はセンサー故障が発生すると、サーバ ヘルス LED の色がグリーンからオレンジ、またはオレンジ
の点滅に変わります。
ヘルス LED アラームには次の情報が表示されます。
名前

説明

[重大度（Severity）] カラム

アラームの重大度。次のいずれかになります。
• [クリティカル（Critical）]：ブレード ヘルス LED がオレン
ジで点滅します。
• [マイナー（Minor）]：ブレード ヘルス LED がオレンジに
点灯します。

[説明（Description）] カラム

アラームの簡単な説明。

[センサー ID（Sensor ID）] カ
ラム

アラームをトリガーしたセンサーの ID。

[センサー名（Sensor Name）]
カラム

アラームをトリガーしたセンサーの名前。

ヘルス LED ステータスの表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope server chassis-id/
cartridge-id/ server-num

指定されたシャーシとカートリッジ内の指定
されたモジュラ サーバのカートリッジ サー
バ モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 2

目的

UCS-A /chassis/cartridge/server # show 選択したサーバのヘルスLEDおよびセンサー
health-led expand
アラームを表示します。

次に、シャーシ 1 カートリッジ 2 サーバ 1 のヘルス LED ステータスとセンサー アラームを表示す
る例を示します。
UCS-A# scope server 1/2/1
UCS-A /chassis/cartridge/server # show health-led
Health LED:
Severity: Minor
Reason:: P0V75_STBY:Voltage Threshold Crossed;TEMP_SENS_FRONT:Temperature Threshold
Crossed;
Color: Amber
Oper State:: On
Sensor Alarm:
Severity: Minor
Sensor ID: 7
Sensor Name: P0V75_STBY
Alarm Desc: Voltage Threshold Crossed
Severity: Minor
Sensor ID: 76
Sensor Name: TEMP_SENS_FRONT
Alarm Desc: Temperature Threshold Crossed
Severity: Minor
Sensor ID: 91
Sensor Name: DDR3_P1_D2_TMP
Alarm Desc: Temperature Threshold Crossed
UCS-A /chassis/cartridge/server #

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
103

モジュラ サーバ管理
ヘルス LED ステータスの表示

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
104

第

10

章

S3X60 サーバ ノード ハードウェア管理
• Cisco UCS S3260 サーバ ノードの管理, 106 ページ
• サービス プロファイルからのサーバのブート, 106 ページ
• サーバの認識, 107 ページ
• サーバの電源再投入, 107 ページ
• サーバのシャットダウン, 108 ページ
• サーバのハード リセットの実行, 108 ページ
• Cisco UCS S3260 サーバ ノードの出荷時のデフォルト設定へのリセット, 110 ページ
• シャーシからのサーバの削除, 111 ページ
• サーバの稼働停止, 112 ページ
• サーバのロケータ LED の点灯, 113 ページ
• サーバのロケータ LED の消灯, 114 ページ
• すべてのメモリ エラーのリセット, 114 ページ
• IPMI の出荷時のデフォルト設定へのリセット, 115 ページ
• サーバの CIMC のリセット, 116 ページ
• サーバの CMOS のリセット, 116 ページ
• KVM のリセット, 117 ページ
• サーバからの NMI の発行, 118 ページ
• 破損した BIOS のリカバリ, 118 ページ
• ヘルス LED アラーム, 119 ページ

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
105

S3X60 サーバ ノード ハードウェア管理
Cisco UCS S3260 サーバ ノードの管理

Cisco UCS S3260 サーバ ノードの管理
Cisco UCS Manager 経由で Cisco UCS ドメイン 内のすべての Cisco UCS S3260 サーバ ノードを管
理およびモニタできます。電源状態の変更など一部のサーバ管理タスクは、サーバおよびサービ
ス プロファイルから実行できます。
残りの管理タスクは、サーバ上でだけ実行できます。
シャーシ内のサーバ スロットが空の場合、そのスロットに関する情報、エラー、および障害が
Cisco UCS Manager から提示されます。サーバ ミスマッチ エラーを解決し、そのスロット内のサー
バを再検出するために、スロットを再認識させることもできます。

サービス プロファイルからのサーバのブート
はじめる前に
サービス プロファイルとサーバまたはサーバ プールを関連付けます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に /
を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # power サービス プロファイルに関連付けられたサー
up
バをブートします。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ServProf34 という名前のサービス プロファイルに関連付けられたサーバをブートして、ト
ランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power up
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #
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サーバの認識
サーバ、およびそのサーバのエンドポイントすべてを再検出させるには、次の手順を実行します。
たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していなかった状態から抜け出せなくなってい
る場合に、この手順を使用します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# acknowledge server
chassis-num/ server-num

指定されたサーバを認識します。

ステップ 2

UCS-A*# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次の例では、シャーシ 3 のサーバ 1 を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# acknowledge server 3/1
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

サーバの電源再投入
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-num/ server-num

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # cycle
{cycle-immediate | cycle-wait}

サーバ電源を再投入します。

UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

ステップ 3

サーバの電源再投入をただちに開始するには、
cycle-immediate キーワードを使用します。保留中
のすべての管理操作が完了した後に電源再投入が
開始されるようスケジュールするには、cycle-wait
キーワードを使用します。
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次に、シャーシ 3 のサーバ 1 の電源をただちに再投入し、トランザクションをコミットする例を
示します。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # cycle cycle-immediate
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

サーバのシャットダウン
この手順を使用して、インストールされているオペレーティング システムによりサーバをシャッ
トダウンする場合、Cisco UCS Manager により、この OS のグレースフル シャットダウン シーケ
ンスがトリガーされます。

はじめる前に
サービス プロファイルとサーバまたはサーバ プールを関連付けます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に /
と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # power サービス プロファイルに関連付けられたサー
down
バをシャットダウンします。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ServProf34 という名前のサービス プロファイルに関連付けられたサーバをシャットダウン
して、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power down
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サーバのハード リセットの実行
サーバをリセットすると、Cisco UCS Manager により、リセット ライン上にパルスが送信されま
す。オペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを選択することができます。オペ
レーティングシステムがグレースフルシャットダウンをサポートしていない場合は、サーバの電
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源を切ってから入れ直します。サーバのリセット前にすべての管理操作を完了させるオプション
を Cisco UCS Manager に適用した場合、それらの管理操作がサーバのリセット前に完了するかど
うかは保証されていません。

（注）

電源切断状態からサーバをブートする場合は、[リセット（Reset）] を使用しないでください。
このプロセスで電源投入を続行すると、サーバの望ましい電源状態が実際の電源状態と同期し
なくなり、サーバが後で予期せずシャットダウンすることがあります。選択したサーバを電源
切断状態から安全にリブートするには、[キャンセル（Cancel）] をクリックし、[サーバの起動
（Boot Server）] アクションを選択します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-num/ server-num

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # reset
{hard-reset-immediate |
hard-reset-wait}

サーバのハード リセットを実行します。
以下を使用します。
• サーバのハード リセットをすぐに開始する
キーワード hard-reset-immediate。
• 保留中のすべての管理操作が完了した後に
ハード リセットが開始されるようにスケ
ジュールするためのキーワード
hard-reset-wait。

ステップ 3

UCS-A /server* # commit-buffer トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、シャーシ 3 のサーバ 1 のハード リセットをただちに実行し、トランザクションをコミット
する例を示します。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # reset hard-reset-immediate
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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Cisco UCS S3260 サーバ ノードの出荷時のデフォルト設定
へのリセット
Cisco UCS S3260 サーバ ノードを出荷時の設定にリセットできるようになりました。デフォルト
では、出荷時へのリセット操作は、ストレージ ドライブに影響しません。これはデータの損失を
防止するためです。ただし、これらのデバイスを既知の状態にリセットすることもできます。
次のガイドラインは、スクラブ ポリシーを使用する場合に Cisco UCS S3260 サーバ ノードに適用
されます。
• Cisco UCS S3260 サーバ ノードでは、スクラブ ポリシーを使用してストレージを削除するこ
とはできません。
• Cisco UCS S3260 サーバ ノードは FlexFlash ドライブをサポートしていません。
• Cisco UCS S3260 サーバ ノードでは、スクラブ ポリシーを使用して BIOS だけをリセットで
きます。

重要

ストレージ デバイスをリセットすると、データが失われる可能性があります。
サーバを出荷時のデフォルト設定にリセットするには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 UCS-A# scope server
chassis-num / server-num

目的
指定サーバのシャーシ サーバ モードを開始します。

ステップ 2 UCS-A /chassis/server # reset サーバ設定の工場出荷時の初期状態へのリセットは、
factory-default
次のコマンド オプションを使用して行います。
[delete-flexflash-storage |
• factory-default：ストレージを削除せずに、サーバ
delete-storage
[create-initial-storage-volumes]
を工場出荷時の初期状態にリセットします
]
（注）
この操作は BIOS をリセットしま
す。
• delete-flexflash-storage：サーバを工場出荷時の初
期状態にリセットして、FlexFlash ストレージを削
除します
（注）

この操作は、Cisco UCS S3260 サーバ
ノードではサポートされていません。

• delete-storage：サーバを工場出荷時の初期状態に
リセットして、すべてのストレージを削除します
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コマンドまたはアクション

目的
• create-initial-storage-volumes：サーバを工場出荷
時の初期状態にリセットし、すべてのストレージ
を削除し、すべてのディスクを初期状態に設定し
ます

ステップ 3 UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

保留中のすべてのトランザクションをコミットします。

次に、ストレージを削除せずに、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットして、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # reset factory-default
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

次に、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットし、FlexFlash ストレージを削除して、トランザ
クションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # reset factory-default delete-flexflash-storage
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

次に、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットし、すべてのストレージを削除して、トランザ
クションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # reset factory-default delete-storage
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

次に、サーバを工場出荷時の初期状態にリセットし、すべてのストレージを削除し、すべてのディ
スクを初期状態に設定して、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # reset factory-default delete-storage create-initial-storage-volumes
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

シャーシからのサーバの削除
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# remove server chassis-num/
server-num

指定されたサーバを削除します。
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サーバの稼働停止

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A*# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

ステップ 3

シャーシの物理的な場所で、スロッ サーバ ハードウェアの取り外し方法につ
トからサーバ ハードウェアを取り外 いては、お使いのシャーシの 『Cisco UCS
します。
Hardware Installation Guide』 を参照してく
ださい。

次の例では、シャーシ 3 のサーバ 1 を削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# remove server 3/1
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

次の作業
ブレード サーバを物理的に再設置する場合は、スロットを再認識して、Cisco UCS Manager にこ
のサーバを再検出させる必要があります。
詳細については、サーバの認識, （107 ページ）を参照してください。

サーバの稼働停止
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# decommission server
chassis-num/ server-num

指定されたサーバを解放します。

ステップ 2

UCS-A*# commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次の例では、シャーシ 3 のサーバ 1 を解放し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# decommission server 3/1
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #
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サーバのロケータ LED の点灯
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/ 指定したシャーシでシャーシ サーバ モードを開
server-num
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # enable
locator-led [multi-master |
multi-slave]

サーバのロケータ LED をオンにします。次のコ
マンド オプションは、Cisco UCS S3260 サーバ
ノードには適用されません。
• multi-master：マスター ノードのみに対して
LED を点灯します。
• multi-slave：スレーブ ノードのみに対して
LED を点灯します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、シャーシ 3 のサーバ 1 のロケータ LED を点灯し、トランザクションをコミットする例を示
します。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # enable locator-led
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

次に、シャーシ 3 のサーバ 1 上でのみマスタ ノードのロケータ LED を点灯し、トランザクション
をコミットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 3/1
UCS-A /chassis/server # enable locator-led multi-master
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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サーバのロケータ LED の消灯
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/ 指定したシャーシでシャーシ モードを開始しま
server-num
す。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # disable
locator-led [multi-master |
multi-slave]

サーバのロケータ LED をオフにします。次のコ
マンド オプションは、Cisco UCS S3260 サーバ
ノードには適用されません。
• multi-master：マスター ノードのみに対し
て LED を消灯します。
• multi-slave：スレーブ ノードのみに対して
LED を消灯します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、シャーシ 3 のサーバ 1 のロケータ LED を消灯し、トランザクションをコミットする例を示
します。
UCS-A# scope chassis 3/1
UCS-A /chassis/server # disable locator-led
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

次に、シャーシ 3 のサーバ 1 上のマスタ ノードのロケータ LED の電源を切断し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 3/1
UCS-A /chassis/server # disable locator-led multi-master
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

すべてのメモリ エラーのリセット
発生したすべての訂正可能および訂正不可能なメモリ エラーをリセットするには、この手順を使
用します。
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IPMI の出荷時のデフォルト設定へのリセット

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
server-num

指定サーバのシャーシ サーバ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server #
reset-all-memory-errors

メモリ カードのリセットを実行しま
す。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server* # commit-buffer トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次に、シャーシ 3 のサーバ 1 のハード リセットをただちに実行し、トランザクションをコミット
する例を示します。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # reset-all-memory-errors
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

IPMI の出荷時のデフォルト設定へのリセット
出荷時のデフォルト設定に IPMI をリセットする必要がある場合は、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num /
server-num

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # reset-ipmi

IPMI の設定を出荷時のデフォルト設定に
リセットします。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

保留中のすべてのトランザクションをコ
ミットします。

次に、IPMI を出荷時のデフォルト設定にリセットし、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # reset-ipmi
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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サーバの CIMC のリセット
ファームウェアでのサーバのトラブルシューティング時に、CIMC のリセットが必要になる場合
もあります。CIMC のリセットは、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。CIMC のリセッ
ト後、サーバは、そのサーバで実行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされ
ます。
CIMC をリセットすると、CIMC がリブートするまで、Cisco UCS の電力モニタリング機能が短時
間使用不能になります。通常、リセットには20秒しかかかりませんが、その間にピーク電力制限
を超える可能性があります。低電力制限が設定された環境で、設定された電力制限を超えないよ
うにするには、CIMC のリブートまたはアクティブ化を交互に実施することを検討してください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
server-num

指定したシャーシでシャーシサーバモー
ドを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope cimc

シャーシ サーバ CIMC モードを開始し
ます。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/cimc # reset

サーバの CIMC をリセットします。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server/cimc* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次に、シャーシ 3 のサーバ 1 の CIMC をリセットし、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # reset
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc #

サーバの CMOS のリセット
サーバのトラブルシューティング時に、CMOS のリセットが必要になる場合もあります。CMOS
のリセットは、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。
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KVM のリセット

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
server-num

指定したシャーシでシャーシサーバモー
ドを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # reset-cmos

サーバの CMOS をリセットします。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次に、シャーシ 3 のサーバ 1 の CMOS をリセットし、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # reset-cmos
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

KVM のリセット
すべての KVM セッションをリセットおよびクリアする必要がある場合は、次の手順を実行しま
す。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num /
server-num

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # reset-kvm

すべての KVM セッションをリセットお
よびクリアします。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

保留中のすべてのトランザクションをコ
ミットします。

次に、すべての KVM セッションをリセットおよびクリアし、トランザクションをコミットする
例を示します。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # reset-kvm
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #
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サーバからの NMI の発行
システムが無応答状態になっており、Cisco UCS Manager で CIMC から BIOS またはオペレーティ
ング システムにマスク不能割り込み（NMI）を発行する必要がある場合は、次の手順を実行しま
す。このアクションにより、サーバにインストールされているオペレーティング システム応じ
て、コア ダンプまたはスタック トレースが作成されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num /
server-num

指定サーバのシャーシ サーバ モー
ドを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server #
diagnostic-interrupt

ステップ 3

UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

保留中のすべてのトランザクション
をコミットします。

次に、シャーシ 3 のサーバ 1 から NMI を送信し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # diagnostic-interrupt
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

破損した BIOS のリカバリ
非常に珍しいケースですが、サーバの問題により、破損した BIOS の復旧が必要になることがあ
ります。この手順は、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。BIOS の復旧後、サーバは、
そのサーバで実行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-num/
server-num

指定したシャーシでシャーシ サーバ モー
ドを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # recover-bios 指定した BIOS バージョンをロードし、ア
version
クティブにします。
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ヘルス LED アラーム

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、BIOS を復旧する例を示します。
UCS-A# scope server 3/1
UCS-A /chassis/server # recover-bios S5500.0044.0.3.1.010620101125
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

ヘルス LED アラーム
サーバ ヘルス LED は、各サーバの前面にあります。Cisco UCS Manager では、センサー故障が発
生すると、ブレード ヘルス LED が緑色からオレンジ色またはオレンジ色の点滅に変化します。
ヘルス LED アラームには次の情報が表示されます。
名前

説明

[重大度（Severity）] カラム

アラームの重大度。次のいずれかになります。
• [クリティカル（Critical）]：サーバのス
テータスLEDがオレンジ色に点滅します。
これは赤色のドットで示されます。
• [マイナー（Minor）]：サーバのステータ
ス LED がオレンジ色です。これはオレン
ジ色のドットで示されます。

[説明（Description）] カラム

アラームの簡単な説明。

[センサー ID（Sensor ID）] カラム

アラームをトリガーしたセンサーの ID。

[センサー名（Sensor Name）] カラム

アラームをトリガーしたセンサーの名前。
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ヘルス LED ステータスの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-id/
server-id

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # show health-led 選択したサーバのヘルス LED およびセン
expand
サー アラームを表示します。

次の例では、シャーシ 1 サーバ 3 のヘルス LED ステータスとセンサー アラームを表示する方法を
示します。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # show health-led expand
Health LED:
Severity: Normal
Reason:
Color: Green
Oper State: On
UCS-A /chassis/server #
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サーバ ブートの設定
• ブート ポリシー, 121 ページ
• UEFI ブート モード, 123 ページ
• UEFI セキュア ブート, 124 ページ
• CIMC セキュア ブート, 125 ページ
• ブート ポリシーの作成, 127 ページ
• SAN ブート, 130 ページ
• iSCSI ブート, 133 ページ
• LAN ブート, 172 ページ
• ローカル デバイス ブート, 173 ページ
• ローカル LUN のブート ポリシーの設定, 182 ページ
• ブート ポリシーの削除, 184 ページ
• UEFI ブート パラメータ, 184 ページ

ブート ポリシー
Cisco UCS Manager を使用して、ブレード サーバ、ラック サーバ、およびモジュラ サーバのブー
ト ポリシーを作成することができます。
Cisco UCS Manager ブート ポリシーは、BIOS 設定メニューのブート順序をオーバーライドし、次
のことを決定します。
• ブート デバイスの選択
• サーバのブート元である場所
• ブート デバイスの起動順序
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たとえば、関連するサーバをローカル ディスクや CD-ROM（VMedia）などのローカル デバイス
から起動したり、SAN ブートや LAN（PXE）ブートを選択することができます。
1 つ以上のサービス プロファイルに関連付ける名前付きブート ポリシーを作成するか、または特
定のサービス プロファイルに対するブート ポリシーを作成できます。ブート ポリシーを有効に
するには、ブート ポリシーをサービス プロファイルに含め、このサービス プロファイルをサー
バに関連付ける必要があります。サービス プロファイルにブート ポリシーを含めない場合、Cisco
UCS Manager によってデフォルトのブート ポリシーが適用されます。

（注）

ブート ポリシーに対する変更は、そのブート ポリシーを含んでいる、更新中のサービス プロ
ファイル テンプレートを使って作成されたすべてのサーバに伝播されます。BIOS にブート順
序情報を再書き込みするためのサービス プロファイルとサーバとの再関連付けは自動的にト
リガーされます。
また、ブート ポリシーに次の内容を指定することもできます。
• ローカル LUN の名前。指定された名前は、展開される名前ではなく、ストレージ プロ
ファイル内の論理名です。モジュラ サーバの場合、プライマリ名とセカンダリ名の両方
を指定できます。他のサーバの場合は、プライマリ名のみを指定します。セカンダリ名
を指定すると、設定エラーが発生します。
• JBOD ディスクからブートするための特定の JBOD ディスク番号。これは、モジュラ サー
バではサポートされません。
• 下位互換性のための任意の LUN。ただし、これは非推奨です。その他のデバイスを正常
にブートさせるには、ブート可能なイメージを保持していない必要があります。

モジュラ サーバのブート
はじめる前に
サービス プロファイルとモジュラ サーバまたはサーバ プールを関連付けます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に /
を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # power サービスプロファイルに関連付けられたモジュ
up
ラ サーバをブートします。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ServProf34 という名前のサービス プロファイルに関連付けられたモジュラ サーバをブート
して、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # power up
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

UEFI ブート モード
Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）は、オペレーティング システムとプラットフォーム
ファームウェア間のソフトウェア インターフェイスを定義する仕様です。Cisco UCS Manager は、
UEFI を使用して BIOS ファームウェア インターフェイスを置換します。これにより、BIOS は
UEFI モードで動作すると同時に、レガシーもサポートできます。
ブート ポリシーを作成する場合、レガシー ブート モードまたは UEFI ブート モードのいずれか
を選択できます。レガシー ブート モードはすべての Cisco UCS サーバでサポートされています。
UEFI ブート モードは M3 以降のサーバでのみサポートされ、このモードで UEFI セキュア ブート
モードを有効にできます。
UEFI PXE ブートは、Cisco UCS Manager リリース 2.2(4) 以降と統合された Cisco UCS ラック サー
バ上のすべての Cisco VIC アダプタでサポートされています。Cisco UCS Manager リリース 2.2(1)
以降では、すべての Cisco ブレード サーバで UEFI PXE ブートがサポートされます。
次の制限は、UEFI ブート モードに適用されます。
• UEFI ブート モードは、次の組み合わせではサポートされません。
◦ Cisco UCS Manager と統合された Cisco UCS ブレード サーバおよびラック サーバ上の
Gen-3 Emulex アダプタおよび QLogic アダプタ。
◦ Cisco UCS Manager と統合された Cisco UCS ラック サーバ上のすべてのアダプタに対す
る iSCSI ブート。
• 2 つの iSCSI LUN を使用して UEFI ブート モードを使用する場合は、Cisco UCS Manager によ
る IQN サフィックス プールからの名前の選択を許可するのではなく、共通の iSCSI イニシ
エータ名を基盤となっている iSCSI eNIC の両方に適用されるサービス プロファイルに手動
で指定する必要があります。共通の名前を指定しなかった場合は、Cisco UCS Manager は 2
番目の iSCSI LUN を検出できません。
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• 同じサーバで UEFI とレガシー ブート モードを混在させることはできません。
• ブート ポリシーに設定されたブート デバイスにインストール済みの UEFI 対応オペレーティ
ング システムがある場合にのみ、サーバは UEFI モードで正しく起動します。互換性のある
OS が存在しない場合、ブート デバイスは [ブート順序の詳細（Boot Order Details）] 領域の
[実際のブート順序（Actual Boot Order）] タブに表示されません。
• 一部の特殊なケースでは、UEFI ブート マネージャ エントリが BIOS NVRAM に正しく保存
されなかったことが原因で、UEFI ブートが失敗することがあります。UEFI シェルを使用し
て UEFI ブート マネージャ エントリを手動で入力できます。この状況は、以下の場合に発生
する可能性があります。
◦ UEFI ブート モードがイネーブルになっているブレード サーバとサービス プロファイル
の関連付けが解除されており、[機器（Equipment）] タブまたは前面パネルを使用して
ブレードの電源が手動で投入されている場合。
◦ UEFI ブート モードがイネーブルになっているブレード サーバとサービス プロファイル
の関連付けが解除されており、ダイレクト VIC ファームウェア アップグレードが試行
された場合。
◦ UEFI ブート モードがイネーブルになっているブレード サーバまたはラック サーバが
SAN LUN でブートオフされ、サービス プロファイルが移行された場合。
Cisco UCS Manager で UEFI ブート パラメータを作成できます。 UEFI ブート パラメータ, （
184 ページ） 詳細情報を提供します。

UEFI セキュア ブート
Cisco UCS Manager は、Cisco UCS B シリーズ M3 以上のブレード サーバ、Cisco UCS C シリーズ
M3 以上のラック サーバ、および Cisco UCS S シリーズ M4 ラック サーバで UEFI セキュア ブー
トをサポートします。UEFI セキュア ブートがイネーブルの場合、すべての実行可能ファイル
（ブート ローダ、アダプタ ドライバなど）はロードされる前に BIOS によって認証されます。認
証されるには、イメージが Cisco 認証局（CA）または Microsoft CA によって署名される必要があ
ります。
次の制限は、UEFI セキュア ブートに適用されます。
• UEFI ブート モードは、ブート ポリシーでイネーブルにする必要があります。
• Cisco UCS Manager ソフトウェアと BIOS ファームウェアは、リリース 2.2 以上である必要が
あります。

（注）

UEFI ブート モードは、リリース 2.2(3a) 以降の Cisco UCS C シリーズおよび S
シリーズ ラック サーバでサポートされます。

• ユーザ生成された暗号キーはサポートされません。
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• UEFI セキュア ブートは、Cisco UCS Manager でのみ制御することができます。
• サーバがセキュア ブート モードである場合に Cisco UCS Manager の以前のバージョンにダウ
ングレードする場合で、セキュア ブート モードのシステムがある場合は、ダウングレード
前に、サーバの関連付けを解除してから、再度関連付けする必要があります。これを行わな
いと、サーバは検出されません。

CIMC セキュア ブート
CIMC セキュア ブートでは、署名済みのシスコ ファームウェア イメージのみをサーバにインス
トールし、実行できます。CIMC が更新されると、イメージは、ファームウェアがフラッシュさ
れる前に認証されます。認証に失敗すると、ファームウェアはフラッシュされません。これによ
り、CIMC ファームウェアへの不正アクセスを防止します。
CIMC セキュア ブートの注意事項と制約事項
• CIMC セキュア ブートは、Cisco UCS M3 ラック サーバでサポートされています。

（注）

CIMC セキュア ブートは Cisco UCS C220 M4/M5 および C240 M4/M5 ラック
サーバでデフォルトでイネーブルになっており、Cisco UCS C460 M4 ラック
サーバでは、CIMC ファームウェア リリース 2.2(3) 以降にアップグレードした
後に自動的にイネーブルになります。

• CIMC セキュア ブートがイネーブルになると、それをディセーブルにすることはできませ
ん。
• CIMC セキュア ブートがサーバ上でイネーブルになると、2.1(3) より前の CIMC ファームウェ
ア イメージにダウングレードすることはできません。

CIMC セキュア ブートのステータスの判別
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope server
server-num

指定したサーバのサーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server #
scope cimc

サーバ CIMC モードに入ります。

ステップ 3

UCS-A /server/cimc # show 指定されたサーバの CIMC セキュア ブートのステータス
secure-boot
が表示されます。次のいずれかになります。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
125

サーバ ブートの設定
CIMC セキュア ブートの有効化

コマンドまたはアクショ 目的
ン
• [サポート対象外（Unsupported）]：CIMC セキュア
ブートはサーバでサポートされていません。
• [無効（Disabled）]：CIMC セキュア ブートはサー
バでサポートされていますが、ディセーブルになっ
ています。
• [有効化（Enabling）]：CIMC セキュア ブートは有
効化され、操作は進行中です。
• [有効（Enabled）]：CIMC セキュア ブートはサーバ
でイネーブルになっています。

次に、CIMC セキュア ブートのステータスを表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # show secure-boot
Secure Boot: Disabled
UCS-A /chassis/server/cimc #

CIMC セキュア ブートの有効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server server-num 指定したサーバのサーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope
cimc

サーバ CIMC モードに入ります。

ステップ 3

UCS-A /server/cimc # enable
secure-boot

指定されたサーバの CIMC セキュア ブートのス
テータスを有効化します。CIMC セキュア ブー
トは、Cisco UCS M3 ラック サーバでのみサポー
トされています。
（注）

ステップ 4

UCS-A /server/cimc #
commit-buffer
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次の例は、CIMC セキュアブートを有効化し、トランザクションをコミットする方法を示してい
ます。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # enable secure-boot
Warning: When committed, CIMC Secure Boot and Installation Feature will be enabled for the
server.
This is an irreversible operation!!
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc #

ブート ポリシーの作成
サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに制限されたローカル ブート
ポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービスプロ
ファイル テンプレートに含むことのできるグローバルなブート ポリシーの作成を推奨します。

はじめる前に
SAN LUN からサーバをブートするブート ポリシーを作成し、安定した SAN ブート操作が必要な
場合は、ブートポリシーを含むサービスプロファイルに関連付けられたサーバからすべてのロー
カル ディスクを最初に削除する必要があります。

（注）

次の例では、boot-policy-LAN という名前のブート ポリシーを作成し、このポリシーを使用す
るサーバがブート順序が変更されたときに自動的にリブートされないよう指定し、UEFI ブー
ト モードを設定し、UEFI ブート セキュリティを有効にし、トランザクションをコミットする
方法を示します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope org org-name 指定した組織の組織モードを開始します。ルート組
織モードを開始するには、org-name に / を入力しま
す。

ステップ 2

UCS-A /org # create
boot-policy policy-name
[purpose {operational |
utility}]

ブート ポリシーを指定されたポリシー名で作成し、
組織ブート ポリシー モードを開始します。
ブート ポリシーを作成する場合、operational オプショ
ンを指定します。これにより、サーバは、サーバに
インストールされているオペレーティング システム
からブートするようにします。utility オプションは予
約されており、シスコの担当者が指示した場合にの
み使用するようにします。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 3

UCS-A /org/boot-policy # set （任意）
descr description
ブート ポリシーの説明を記入します。
（注）

説明にスペース、特殊文字、または句読点
が含まれている場合は、説明を引用符で括
る必要があります。引用符は、show コマン
ド出力の説明フィールドには表示されませ
ん。

ステップ 4

UCS-A /org/boot-policy # set このブート ポリシーを使用するサーバが、ブート順
reboot-on-update {no | yes} 序の変更後に自動的に再起動されるかどうかを指定
します。

ステップ 5

UCS-A /org/boot-policy # set [yes] を選択すると、Cisco UCS Manager は設定エラー
enforce-vnic-name {no | yes} を表示し、[ブート順序（Boot Order）] テーブルにリ
ストされた 1 つ以上の vNIC、vHBA、または iSCSI
vNIC がサービス プロファイル内のサーバ設定に一致
するかどうかをレポートします。
[no] を選択すると、Cisco UCS Manager はサービス プ
ロファイルから vNIC、vHBA、または iSCSI vNIC
（ブート オプションに適切なもの）を使用します。

ステップ 6

UCS-A /org/boot-policy # set このブート ポリシーを使用するサーバが UEFI また
boot-mode {legacy | uefi}
はレガシー ブート モードを使用するかどうかを指定
します。

ステップ 7

UCS-A /org/boot-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットします。

ステップ 8

UCS-A /org/boot-policy #
create boot-security

指定したブート ポリシーでブート セキュリティ モー
ドを開始します。

ステップ 9

UCS-A
セキュア ブートがブート ポリシーに対してイネーブ
/org/boot-policy/boot-security ルにするかを指定します。
# set secure-boot {no | yes}

ステップ 10

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミットします。
/org/boot-policy/boot-security
# commit-buffer

次の例では、boot-policy-LAN という名前のブート ポリシーを作成し、このポリシーを使用する
サーバがブート順序が変更されたときに自動的にリブートされないよう指定し、UEFI ブート モー
ドを設定し、UEFI ブート セキュリティを有効にし、トランザクションをコミットする方法を示
します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create boot-policy boot-policy-LAN purpose operational
UCS-A /org/boot-policy* # set descr "Boot policy that boots from the LAN."
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UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/boot-policy* # set reboot-on-update no
/org/boot-policy* # set boot-mode uefi
/org/boot-policy* # commit-buffer
/org/boot-policy # create boot-security
/org/boot-policy/boot-security* # set secure-boot yes
/org/boot-policy/boot-security* # commit-buffer
/org/boot-policy/boot-security #

次の作業
次の 1 つ以上のオプションをブート ポリシーに設定し、ブート順序を設定します。
• LAN Boot：中央集中型プロビジョニング サーバからブートします。これは、このサーバか
ら、別のサーバ上にオペレーティング システムをインストールするためによく使用されま
す。[LAN ブート（LAN Boot）] オプションを選択した場合は、ブート ポリシー用 LAN ブー
ト ポリシーの設定, （172 ページ） に進みます。
• SAN Boot：SAN 上のオペレーティング システム イメージからブートします。プライマリお
よびセカンダリ SAN ブートを指定できます。プライマリ ブートが失敗した場合、サーバは
セカンダリからのブートを試行します。
システムに最高のサービス プロファイル モビリティを提供する SAN ブート ポリシーの使用
を推奨します。SAN からブートした場合、あるサーバから別のサーバにサービス プロファ
イルを移動すると、移動後のサーバは、まったく同じオペレーティング システム イメージ
からブートします。したがって、ネットワークからは、この新しいサーバはまったく同じ
サーバと認識されます。
[SAN ブート（SAN Boot）] オプションを選択した場合は、ブート ポリシー用 SAN ブート ポ
リシー設定, （130 ページ） に進みます。
• Virtual Media Boot：サーバへの物理 CD の挿入を模倣します。これは通常、サーバ上にオペ
レーティング システムを手動でインストールする場合に使用されます。
[仮想メディア ブート（Virtual Media Boot）] オプションを選択した場合は、ブート ポリシー
用仮想メディア ブートの設定, （178 ページ） に進みます。
• NVMe Boot ：BIOS は存在する NVMe デバイスを列挙し、UEFI 対応 OS がインストールされ
ている最初の NVMe デバイスをブートします。
[NVMe ブート（NVMe Boot）] オプションを選択した場合は、ブート ポリシー用 NVMe ブー
トの設定, （179 ページ） に進みます。

ヒント

ローカル ディスクと SAN LUN の両方がブート順序のストレージ タイプに設定されていて、
オペレーティング システムまたは論理ボリューム マネージャ（LVM）の設定が誤っている場
合、サーバが SAN LUN ではなくローカル ディスクからブートする場合があります。
たとえば、Red Hat Linux がインストールされているサーバで、LVM にデフォルトの LVM が
設定されていて、ブート順序に SAN LUN とローカル ディスクが設定されている場合、Linux
は同じ名前の LV が 2 つあるという通知を生成し、SCSI ID の値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。
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SAN ブート
SAN 上のオペレーティング システム イメージから 1 つ以上のサーバがブートするように、ブー
ト ポリシーを設定できます。ブート ポリシーにはプライマリとセカンダリの SAN ブート含める
ことができます。プライマリ ブートが失敗した場合、サーバはセカンダリからのブートを試行し
ます。
システムに最高のサービス プロファイル モビリティを提供する SAN ブートの使用を推奨します。
SANからブートした場合、サービスプロファイルを別のサーバに移動しても、そのサーバは同じ
オペレーティングシステムイメージからブートします。したがって、ネットワークからは、新し
いサーバが同じサーバとして認識されます。
SAN ブートを使用するには、次の項目が設定されていることを確認してください。
• Cisco UCS ドメインが、オペレーティング システム イメージをホストしている SAN ストレー
ジ デバイスと通信できること。
• オペレーティング システム イメージが置かれているデバイス上のブート ターゲット LUN
（論理ユニット番号）。

（注）

SAN ブートは、Cisco UCS ブレード サーバおよびラック サーバ上の Gen-3 Emulex アダプタで
はサポートされていません。

ブート ポリシー用 SAN ブート ポリシー設定
ヒント

ローカル ディスクと SAN LUN の両方がブート順序のストレージ タイプに設定されていて、
オペレーティング システムまたは論理ボリューム マネージャ（LVM）の設定が誤っている場
合、サーバが SAN LUN ではなくローカル ディスクからブートする場合があります。
たとえば、Red Hat Linux がインストールされているサーバで、LVM にデフォルトの LVM が
設定されていて、ブート順序に SAN LUN とローカル ディスクが設定されている場合、Linux
は同じ名前の LV が 2 つあるという通知を生成し、SCSI ID の値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。
この手順は、ブート ポリシーの作成, （127 ページ） から直接続いています。

はじめる前に
SAN ブート設定を含めるブート ポリシーを作成します。
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（注）

SAN LUN からサーバをブートするブート ポリシーを作成し、安定した SAN ブート操作が必
要な場合は、ブート ポリシーを含むサービス プロファイルに関連付けられたサーバからすべ
てのローカル ディスクを最初に削除することをお勧めします。
これは、Cisco UCS M3 および M4 サーバには適用されません。
リリース 2.2 以降では、すべての SAN ブート関連 CLI コマンドが SAN スコープに移動されてい
ます。org/boot-policy/san または org/service-profile/boot-definition/san の代わりにストレージ範囲
で SAN ブートを使用する以前のリリースからの既存のスクリプトは更新する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name に / を入力
します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

指定されたブート ポリシーの組織ブート ポリシー
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/boot-policy #create
san

ブート ポリシーの SAN ブートを作成し、組織ブー
ト ポリシー ストレージ モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/boot-policy/san # set
order order_number

SAN ブートのブート順序を設定します。1 ～ 16 の
整数を入力します。

ステップ 5

UCS-A /org/boot-policy/san #
create san-image {primary |
secondary}

SAN イメージの場所を作成し、san-image オプショ
ンが指定されている場合は、組織ブート ポリシー
のストレージ SAN イメージ モードを開始します。
Cisco UCS、M3 サーバ、または M4 サーバで拡張
ブート順序を使用する場合は、定義したブート順
序が使用されます。用語「プライマリ」または「セ
カンダリ」を使用した標準のブート モードは、
ブート順序を示唆するものではありません。同じ
デバイス クラス内での実際のブート順序は、PCIe
バス スキャン順序により決定されます。

ステップ 6

UCS-A
SAN ブートに使用される vHBA を指定します。
/org/boot-policy/ssn/san-image # set
vhba vhba-name

ステップ 7

UCS-A
プライマリまたはセカンダリ SAN ブート パスを
/org/boot-policy/san/san-image # 作成し、組織ブート ポリシーの SAN パス モード
create path {primary | secondary} を開始します。
Cisco UCS、M3 サーバ、または M4 サーバで拡張
ブート順序を使用する場合は、定義したブート順
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目的
序が使用されます。用語「プライマリ」または「セ
カンダリ」を使用した標準のブート モードは、
ブート順序を示唆するものではありません。同じ
デバイス クラス内での実際のブート順序は、PCIe
バス スキャン順序により決定されます。

ステップ 8

UCS-A
ブート イメージへの SAN パスに使用される LUN
/org/boot-policy/san/san-image/path または WWN を指定します。
# set {lun lun-id | wwn wwn-num}

ステップ 9

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミットしま
/org/boot-policy/san/san-image/path す。
# commit-buffer

次の例で、lab1-boot-policy という名前のブート ポリシーに入り、ポリシーの SAN ブートを作成
し、ブート順序を 1 に設定し、プライマリ SAN イメージを作成し、vHBA2 という名前の vHBA
を使用し、LUN 0 を使用してプライマリ パスを作成し、トランザクションをコミットする方法を
示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy # create san
UCS-A /org/boot-policy/san* # set order 1
UCS-A /org/boot-policy/san* # create san-image primary
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image* # set vhba vHBA2
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image* # create path primary
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path* # set lun 0
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path #

次の例で、サービス プロファイル SP_lab1 用の SAN ブートを作成し、ブート順序を 1 に設定し、
プライマリ SAN イメージを作成し、vHBA2 という名前の vHBA を使用し、LUN 0 を使用してプ
ライマリ パスを作成し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create san
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san* # create san-image primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image* # set vhba vHBA2
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image* # create path primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path* # set lun 0
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path #

次の作業
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。
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iSCSI ブート
iSCSI ブートは、サーバがネットワークにリモートに配置されている iSCSI ターゲット マシンか
らオペレーティング システムを起動できるようにします。
iSCSI ブートは次の Cisco UCS ハードウェアでサポートされます。
• Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711 ネットワーク アダプタを持ち、Broadcom から提供
されるデフォルトの MAC アドレスを使用する、Cisco UCS ブレード サーバ。
• Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS VIC-1240 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS VIC-1280 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS VIC-1340 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS M61KR-B Broadcom BCM57712 のネットワーク アダプタを持つ Cisco UCS ラック
サーバ。
• Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS ラック サーバ上の Cisco UCS VIC 1225 仮想インターフェイス カード
iSCSI ブートを設定する前に満たさなければならない前提条件があります。これらの前提条件のリ
ストについては、iSCSI ブートのガイドラインと前提条件, （134 ページ） を参照してください。
iSCSI ブートを実装するための高度な手順については、iSCSI ブートの設定, （137 ページ） を参
照してください。

iSCSI ブート プロセス
Cisco UCS Manager は、サーバにあるアダプタをプログラムするための関連付けプロセスでサービ
ス プロファイル用に作成された iSCSI vNIC と iSCSI のブート情報を使用します。アダプタのプロ
グラミング後に、サーバは最新のサービスプロファイル値で再起動します。電源投入時セルフテ
スト（POST）の後、アダプタは、次のサービス プロファイル値を使用して初期化を試みます。ア
ダプタが値を使用して指定されたターゲットにログインできる場合、アダプタはiSCSIBootFirmware
Table（iBFT）を初期化してホスト メモリに、有効なブート可能 LUN をシステム BIOS にポスト
します。ホスト メモリにポストされる iBFT には、プライマリ iSCSI VNIC にプログラミングされ
た、イニシエータとターゲットの設定が含まれています。
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（注）

以前は、ホストは LUN 検出が最初に終了したパスに応じて、設定されたブート パスのうち 1
つだけを参照し、そのパスから起動していました。現在は、設定された iSCSI ブート vNIC が
2つある場合、ホストは両方のブートパスを参照するようになりました。そのため、マルチパ
ス構成では、両方のブート vNIC に単一の IQN を設定する必要があります。ホスト上のブート
vNIC に設定された異なる IQN が存在する場合、ホストは PCI 順序が低いブート vNIC に設定
された IQN を使用して起動します。
次の手順であるオペレーティング システム（OS）のインストールでは、iBFT 対応の OS が必要で
す。OS のインストール時に、OS インストーラは iBFT テーブルのホストのメモリをスキャンし、
iBFT テーブルの情報を使用してブート デバイスの検出とターゲット LUN への iSCSI パス作成を
行います。OS によっては、このパスを完了するために NIC ドライバが必要です。このステップ
が成功した場合、OS インストーラが OS をインストールする iSCSI ターゲット LUN を検出しま
す。

（注）

iBFT は OS インストールのソフトウェア レベルで動作し、HBA モード（別名 TCP オフロー
ド）では動作しない場合があります。iBFT が HBA モードで動作するかどうかは、インストー
ル中の OS の機能によって異なります。また、Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711 アダ
プタを含むサーバの場合、iBFT は MTU ジャンボ設定に関係なく、最大伝送単位（MTU）サ
イズ 1500 で正常に動作します。OS が HBA モードをサポートする場合、iSCSI インストール
プロセスの後に HBA モード、デュアル ファブリックのサポートおよびジャンボ MTU サイズ
の設定が必要な場合があります。

iSCSI ブートのガイドラインと前提条件
iSCSI ブートを設定する前に、これらのガイドラインと前提条件を満たす必要があります。
• iSCSI ブート ポリシーの作成後、ls-compute 権限を持つユーザは、そのポリシーをサービス
プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに組み込むことができます。ただ
し、ls-compute 権限しかないユーザは iSCSI ブート ポリシーを作成できません。
• セカンド vNIC（フェールオーバー vNIC）が iSCSI LUN から起動する必要がある Windows
2008 サーバからの iSCSI ブートを設定するには、Microsoft Knowledge Base Article 976042 を
参照してください。Microsoft には、ネットワーキング ハードウェアが変更されたときに、
Windows が iSCSI ドライブからの起動に失敗するか、bugcheck エラーが発生する可能性があ
る、という既知の問題があります。この問題を回避するには、Microsoft 社が推奨する解決方
法に従ってください。
• ストレージ アレイは、iSCSI ブートのライセンスが付与され、アレイ サイド LUN マスキン
グが正しく設定されている必要があります。
• 各 iSCSI イニシエータに 1 つずつ、2 つの IP アドレスを決定する必要があります。可能であ
れば、IP アドレスは、ストレージ アレイと同じサブネット上にある必要があります。IP ア
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ドレスは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を使用してスタティックまたはダイ
ナミックに割り当てられます。
• グローバル ブート ポリシーのブート パラメータは設定できません。代わりに、ブート パラ
メータを設定した後、ブート ポリシーを適切なサービス プロファイルに含めます。
• OS（OS）は iSCSI Boot Firmware Table（iBFT）と互換性がある必要があります。
• Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711 ネットワーク アダプタの場合：
◦ iSCSI ブートを使用するサーバは、Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711 ネットワー
ク アダプタを含んでいる必要があります。アダプタ カードを取り付けまたは交換する
方法については、『Cisco UCS B250 Extended Memory Blade Server Installation and Service
Note』 を参照してください。サービス ノートは、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc の 『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』 からアクセスでき
ます。
◦ iSCSI デバイスの MAC アドレスを設定します。
◦ DHCP Vendor ID（オプション 43）を使用している場合は、iSCSI デバイスの MAC アド
レスを /etc/dhcpd.conf に設定します。
◦ HBA モード（別名 TCP オフロード）およびターゲットへのブート設定がサポートされ
ます。ただし、インストール中の HBA モードは Windows OS だけがサポートします。
◦ OS をインストールする前に、iSCSI のアダプタ ポリシーでターゲットへのブート設定
を無効にし、OS をインストールした後で、ターゲットへのブート設定を再度有効にし
ます。

（注）

アダプタ ポリシーの設定を変更するたびに、アダプタはリブートして新しい
設定を適用します。

◦ OS を iSCSI ターゲットにインストールする場合、iSCSI ターゲットは OS イメージが存
在するデバイスの前の順番にしておく必要があります。たとえば、CD から iSCSI ター
ゲットに OS をインストールする場合、ブート順序は最初に iSCSI ターゲット、その後
CD とする必要があります。
◦ サーバが iSCSI ブートされた後は、イニシエータ名、ターゲット名、LUN、iSCSI デバ
イス IP、ネットマスクやゲートウェイを Broadcom ツールを使用して変更しないでくだ
さい。
◦ POST（電源投入時自己診断テスト）プロセスを中断しないでください。中断すると、
Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711 ネットワーク アダプタは初期化に失敗しま
す。
• Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カードおよび Cisco UCS VIC-1240 仮想インターフェ
イス カード の場合：
Cisco UCS VIC-1240 仮想インターフェイス カード の場合：
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◦ iSCSI デバイスの MAC アドレスを設定しないでください。
◦ HBA モードおよびターゲットへのブート設定はサポートされていません。
◦ OS を iSCSI ターゲットにインストールする場合、iSCSI ターゲットは OS イメージが存
在するデバイスより後の順番にしておく必要があります。たとえば、CD から iSCSI ター
ゲットに OS をインストールする場合、ブート順序は最初に CD、その後 iSCSI ターゲッ
トとする必要があります。
◦ DHCP Vendor ID（オプション 43）を使用している場合、オーバーレイ vNIC の MAC ア
ドレスを /etc/dhcpd.conf に設定する必要があります。
◦ サーバの iSCSI ブート後は、オーバーレイ vNIC の IP 詳細を変更しないでください。
• VMware ESX/ESXi OS は、iSCSI ブート ターゲット LUN へのコア ダンプ ファイルの保存を
サポートしていません。ダンプ ファイルはローカル ディスクに書き込む必要があります。

イニシエータ IQN の設定
Cisco UCS は、サービス プロファイルが物理サーバに関連付けられた時点で、以下のルールを使
用してアダプタ iSCSI vNIC のイニシエータ IQN を決定します。
• サービス プロファイル レベルのイニシエータ IQN と iSCSI vNIC レベルのイニシエータ IQN
を、1 つのサービス プロファイルで一緒に使用することはできません。
• イニシエータ IQN をサービス プロファイル レベルで指定すると、DHCP オプション 43 の場
合（イニシエータ IQN はアダプタ iSCSI vNIC で空に設定される）を除き、すべてのアダプ
タ iSCSI vNIC が同じイニシエータ IQN を使用するように設定されます。
• イニシエータ IQN を iSCSI vNIC レベルで設定すると、サービス プロファイル レベルのイニ
シエータ IQN は削除されます（存在する場合）。
• サービス プロファイルに 2 つの iSCSI vNIC があり、一方にだけイニシエータ IQN が設定さ
れている場合、もう一方にはデフォルトの IQN プールが設定されます。この設定は後で変更
できます。唯一の例外は、DHCP オプション 43 が設定されている場合です。その場合、もう
一方の iSCSI vNIC のイニシエータ IQN は、サービス プロファイルを関連付けるときに削除
されます。

（注）

ベンダー ID を設定して、DHCP オプション 43 を使用するように iSCSI vNIC
を変更した場合、サービス プロファイル レベルで設定したイニシエータ IQN
は削除されません。サービス プロファイル レベルのイニシエータ IQN は、
DHCP オプション 43 を使用しない別の iSCSI vNIC で使用できます。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
136

サーバ ブートの設定
Windows での MPIO のイネーブル化

Windows での MPIO のイネーブル化
ストレージ アレイで接続を最適化するには、MPIO をイネーブルにします。

（注）

ネットワーク ハードウェアを変更すると、Windows が iSCSI ドライブからの起動に失敗する
場合があります。詳細については、『Microsoft support Article ID: 976042』を参照してくださ
い。

はじめる前に
Microsoft Multipath I/O（MPIO）をイネーブル化するサーバには、Cisco VIC ドライバが必要です。
ブート LUN に設定されたパスが複数ある場合、LUN がインストールされるときにイネーブルに
するパスは 1 つのみです。

手順
ステップ 1

サーバに関連付けられたサービス プロファイルで、プライマリ iSCSI vNIC を設定します。
詳細については、サービス プロファイルでの iSCSI vNIC の作成, （149 ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 2

プライマリ iSCSI vNIC を使用して、iSCSI ターゲット LUN に Windows オペレーティング システ
ムをインストールします。

ステップ 3

Windows のインストールが完了したら、ホスト上で MPIO をイネーブルにします。

ステップ 4

サーバに関連付けられたサービス プロファイルで、ブート ポリシーにセカンダリ iSCSI vNIC を
追加します。
詳細については、iSCSI ブート ポリシーの作成, （145 ページ）を参照してください。

iSCSI ブートの設定
LUN ターゲットから iSCSI ブートするよう Cisco UCS でアダプタまたはブレードを設定する場合、
次のすべてのステップを完了します。
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手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

iSCSI ブートのアダプタ ポリシーを （任意）
設定します。
詳細については、次を参照してください。
iSCSI アダプタ ポリシーの作成, （139 ペー
ジ）

ステップ 2

イニシエータとターゲットの認証プ （任意）
ロファイルを設定します。
詳細については、次を参照してください。 認
証プロファイルの作成, （142 ページ）

ステップ 3

IP アドレス プールの IP アドレスを
使用するよう iSCSI イニシエータを
設定するには、iSCSI イニシエータ
プールに IP アドレスのブロックを追
加します。

（任意）
詳細については、次を参照してください。 イ
ニシエータ プールへの IP アドレスのブロッ
クの追加, （143 ページ）

ステップ 4

すべてのサービス プロファイルで使
用できるブート ポリシーを作成しま
す。または、特定のサービス ポリ
シーに対してのみローカル ブート ポ
リシーを作成できます。ただし、複
数のサービス プロファイルと共有で
きるブート ポリシーを作成すること
を推奨します。

すべてのサービス プロファイルで使用できる
ブート ポリシーの作成の詳細については、
iSCSI ブート ポリシーの作成, （145 ページ）
を参照してください。

ステップ 5

すべてのサービス プロファイルで使 詳細については、サービス プロファイル テ
用できるブート ポリシーを作成した ンプレートの作成, （203 ページ）を参照して
場合は、それをサービス プロファイ ください。
ルに割り当てます。それ以外の場合
は、次のステップに進みます。

ステップ 6

サービス プロファイルでイーサネッ イーサネット vNIC は、iSCSI デバイスのオー
ト vNIC を設定します。
バーレイ vNIC として使用されます。詳細に
ついては、サービス プロファイルの vNIC の
設定, （213 ページ）を参照してください。

ステップ 7

サービス プロファイルで iSCSI vNIC 詳細については、次を参照してください。
を作成します。
サービス プロファイルでの iSCSI vNIC の作
成, （149 ページ）

ステップ 8

スタティック IP アドレス、IP プール
の IP アドレス、または DHCP を使用
して iSCSI イニシエータがブートす
るように設定します。
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スタティック IP アドレスを使用してブートす
る iSCSI イニシエータの作成, （152 ペー
ジ）、IP プールからの IP アドレスを使用し
てブートする iSCSI イニシエータの作成, （
155 ページ）、または DHCP を使用してブー
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コマンドまたはアクション

目的
トする iSCSI イニシエータの作成, （157 ペー
ジ） を参照してください。

ステップ 9

iSCSI スタティックまたは自動ター
ゲットを作成します。

ステップ 10

サービス プロファイルをサーバと関 詳細については、サービス プロファイルとブ
連付けます。
レード サーバまたはサーバ プールの関連付
け, （220 ページ）を参照してください。

ステップ 11

iSCSI ブート動作を確認します。

ステップ 12

サーバに OS をインストールします。 詳細については、次のいずれかのドキュメン
トを参照してください。

詳細については、iSCSIスタティックターゲッ
トの作成, （165 ページ） または iSCSI 自動
ターゲットの作成, （169 ページ） を参照し
てください。

詳細については、「iSCSI ブートの確認」を
参照してください。

• 『Cisco UCS B-Series Blade Servers VMware
Installation Guide』
• 『Cisco UCS B-Series Blade Servers Linux
Installation Guide』
• 『Cisco UCS B-Series Blade Servers
Windows Installation Guide』
ステップ 13

サーバをブートします。

iSCSI アダプタ ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組
織モードを開始するには、org-name に / を入力しま
す。

ステップ 2

UCS-A /org # create iscsi-policy iSCSI アダプタ ポリシーを作成します。
policy-name
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A /org/iscsi-policy # set
descr description

（任意）
iSCSI アダプタ ポリシーに説明を記入します。

ステップ 4

UCS-A /org/iscsi-policy # set
最初のログインに失敗し、iSCSI アダプタが使用で
iscsi-protocol-item
きないと Cisco UCS が判断するまで待機する秒数。
connection-timeout timeout-secs
0 ～ 255 の整数を入力します。0 を入力すると、Cisco
UCS はアダプタ ファームウェアに設定された値（デ
フォルト：15 秒）を使用します。

ステップ 5

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-item
dhcp-timeout timeout-secs

イニシエータが DHCP サーバが使用できないと判断
するまでに待機する秒数。

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-item
lun-busy-retry-count num

iSCSI LUN 検出中にエラーが発生した場合に接続を
再試行する回数。

ステップ 7

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-item
tcp-time-stamp {no | yes}

TCP タイムスタンプを適用するかどうかを指定しま
す。この設定を使用すると、転送されるパケットに
パケット送信時のタイムスタンプが付けられるので、
必要なときにパケットのラウンドトリップ時間を計
算することができます。この設定は Cisco UCS
M51KR-B Broadcom BCM57711 アダプタにだけ適用
されます。

ステップ 8

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-item hbamode
{no | yes}

HBA モードをイネーブルにするかどうかを指定しま
す。

ステップ 6

ステップ 9

0 ～ 60 の整数を入力します。0 を入力すると、Cisco
UCS はアダプタ ファームウェアに設定された値（デ
フォルト：15 秒）を使用します。

このオプションは、Windows オペレーティング シス
テムを実行する Cisco UCS NIC M51KR-B のアダプタ
を備えるサーバに対してのみ有効にする必要があり
ます。

UCS-A /org/iscsi-policy # set
iSCSI ターゲットからブートするかどうかを指定し
iscsi-protocol-item boottotarget ます。
{no | yes}
このオプションは Cisco UCS NIC M51KR-B のアダプ
タを備えたサーバにのみ適用されます。このオプショ
ンは、サーバにオペレーティング システムをインス
トールするまで無効にしておく必要があります。
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60 ～ 300 の整数を入力します（デフォルトは 60 秒
です）。

サーバ ブートの設定
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /org/iscsi-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットします。

次の例に、iscsiboot という iSCSI アダプタ ポリシーを作成し、接続タイムアウト、DHCP タイム
アウト、LUN ビジー再試行カウントを設定し、TCP タイムスタンプを適用して、トランザクショ
ンをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create iscsi-policy iscsiboot
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item
UCS-A /org/iscsi-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/iscsi-policy #

connection-timeout 60
dhcp-timeout 200
lun-busy-retry-count 5
tcp-time-stamp yes
hbamode yes
boottotarget yes

次の作業
アダプタ ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。

iSCSI アダプタ ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete iscsi-policy
policy-name

iSCSI アダプタ ポリシーを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、iscsi-adapter-pol という名前の iSCSI アダプタ ポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete iscsi-policy iscsi-adapter-pol
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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認証プロファイルの作成
iSCSI ブートの認証を使用する場合は、イニシエータとターゲットの両方に認証プロファイルを作
成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始しま
す。ルート組織モードを開始するには、
org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create auth-profile
profile-name

指定された名前で認証プロファイルを作
成します。名前には 16 文字以内の英数
字を使用できます。

ステップ 3

UCS-A /org/auth-profile* # set user-id 認証用にログインを作成します。
id-name

ステップ 4

UCS-A /org/auth-profile* # set
password

認証用のパスワードを作成します。

ステップ 5

UCS-A /org/auth-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

ステップ 6

UCS-A /org/auth-profile* # exit

現在のモードを終了します。

ステップ 7

ターゲットの認証プロファイルを作
成するには、ステップ 2 ～ 6 を繰り
返します。

次の例は、イニシエータとターゲットの認証プロファイルを作成し、トランザクションをコミッ
トする方法を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create auth-profile InitAuth
UCS-A /org/auth-profile* # set user-id init
UCS-A /org/auth-profile* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /org/auth-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/auth-profile # exit
UCS-A /org # create auth-profile TargetAuth
UCS-A /org/auth-profile* # set user-id target
UCS-A /org/auth-profile* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /org/auth-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/auth-profile # exit
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次の作業
iSCSI デバイスのオーバーレイ vNIC として使用されるイーサネット vNIC を作成してから、iSCSI
vNIC を作成します。

認証プロファイルの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete auth-profile
auth-profile-name

指定した認証プロファイルを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、iscsi-auth という認証プロファイルを削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # delete auth-profile iscsi-auth
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

イニシエータ プールへの IP アドレスのブロックの追加
iSCSI ブートに使用する IP アドレスのグループを作成できます。Cisco UCS Manager は指定した
IP アドレスのブロックを予約します。
サーバまたはサービス プロファイルのスタティック IP アドレスとして割り当てられていた IP ア
ドレスが、IP プールに含まれていてはなりません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート
組織モードを開始するには、/ を org-name とし
て入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org# scope ip-pool
iscsi-initiator-pool

iSCSI イニシエータ プールを指定するモードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/ip-pool # set descr
description

（任意）
IP プールの説明を記入します。
（注）

ステップ 4

UCS-A /org/ip-pool # set
assignmentorder {default |
sequential}

説明にスペース、特殊文字、または句
読点が含まれている場合は、説明を引
用符で括る必要があります。引用符
は、show コマンド出力の説明フィー
ルドには表示されません。

次のいずれかになります。
• default：Cisco UCS Manager はプールから
ランダムな ID を選択します。
• sequential：Cisco UCS Manager はプールか
ら最も小さい使用可能 ID を選択します。

ステップ 5

UCS-A /org/ip-pool# create block iSCSI イニシエータの IP アドレスのブロックを
from_ip_address to_ip_address
作成します。
default_gateway subnet_mask

ステップ 6

UCS-A/org/ip-pool/block# show
detail expand

（任意）
作成した IP アドレスのブロックを表示します。

ステップ 7

UCS-A /org/ip-pool/block #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットし
ます。

次の例に、iSCSI vNIC の IP イニシエータ プールを作成して、トランザクションをコミットする
方法を示します。
UCS-A # scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool iscsi-initiator-pool
UCS-A /org/ip-pool # create block 40.40.40.10 40.40.40.50 40.40.40.1 255.0.0.0
UCS-A /org/ip-pool/block # show detail expand
Block of IP Addresses:
From: 40.40.40.10
To: 40.40.40.50
Default Gateway: 40.40.40.1
Subnet Mask: 255.0.0.0
UCS-A /org/ip-pool/block # commit buffer

次の作業
1 つ以上のサービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートを設定し、iSCSI イ
ニシエータ IP プールから iSCSI イニシエータ IP アドレスを取得します。
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イニシエータ プールからの IP アドレスのブロックの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org# scope ip-pool
iscsi-initiator-pool

iSCSI イニシエータ プールを指定するモード
を開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/ip-pool# delete block
from_ip_address to_ip_address

イニシエータ プールから指定した IP アドレ
ス ブロックを削除します。

ステップ 4

UCS-A/org/ip-pool/block# show
detail expand

（任意）
IP アドレスのブロックが削除されたことを
示します。

ステップ 5

UCS-A /org/ip-pool# commit buffer トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、IP アドレスのブロックをイニシエータ プールから削除し、トランザクションをコミッ
トします。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org /
/org # scope ip-pool iscsi-initiator-pool
/org/ip-pool # delete block 40.40.40.10 40.40.40.50 40.40.40.1 255.0.0.0
/org/ip-pool # show detail expand

IP Pool:
Name: iscsi-initiator-pool
Size: 0
Assigned: 0
Descr:
UCS-A /org/ip-pool # commit buffer

iSCSI ブート ポリシーの作成
ブート ポリシーあたり最大 2 つの iSCSI vNIC を追加できます。一方の vNIC はプライマリ iSCSI
ブート ソースとして動作し、もう一方はセカンダリ iSCSI ブート ソースとして動作します。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope org org-name 指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織
モードを開始するには、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
boot-policy policy-name
[purpose {operational |
utility}]

ブート ポリシーを指定されたポリシー名で作成し、組
織ブート ポリシー モードを開始します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。
-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特
殊文字とスペースは使用できません。また、オブジェ
クトが保存された後で、この名前を変更することはで
きません。
ブート ポリシーを作成する場合、operational オプショ
ンを指定します。これにより、サーバは、サーバにイ
ンストールされているオペレーティング システムから
ブートするようにします。utility オプションは予約され
ており、シスコの担当者が指示した場合にのみ使用す
るようにします。

ステップ 3

UCS-A /org/boot-policy # set （任意）
descr description
ブート ポリシーの説明を記入します。
（注）

ステップ 4

説明にスペース、特殊文字、または句読点が
含まれている場合は、説明を引用符で括る必
要があります。引用符は、show コマンド出力
の説明フィールドには表示されません。

UCS-A /org/boot-policy # set （任意）
enforce-vnic-name {no | yes} [yes] を選択すると、Cisco UCS Manager はブート ポリ
シー内で指定されたデバイス名とサービス プロファイ
ル内で指定されたものとが一致するかどうかをレポー
トします。
[no] を選択すると、Cisco UCS Manager はサービス プロ
ファイルの任意の vNIC、vHBA、iSCSI デバイスを使用
し、ブート ポリシー内で指定されたデバイス名とサー
ビス プロファイル内で指定されたものとが一致するか
どうかをレポートしません。

ステップ 5

UCS-A /org/boot-policy # set このブート ポリシーを使用するサーバが、ブート順序
reboot-on-update {no | yes} の変更後に自動的に再起動されるかどうかを指定しま
す。
Cisco UCS Manager GUI で、[順序を変更したときにリ
ブートする（Reboot on Boot Order Change）] チェック
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コマンドまたはアクション 目的
ボックスがブート ポリシーについて選択されており、
CD-ROM またはフロッピーがブート順の最後のデバイ
スの場合に、デバイスを取り外すか、装着すると、ブー
ト順に直接効力がなく、サーバがリブートされません。
ステップ 6

UCS-A /org/boot-policy #
create iscsi

ステップ 7

UCS-A /org/boot-policy/iscsi Cisco UCS Manager が iSCSI ターゲットに到達するため
# create path {primary |
に使用する、プライマリ パスとセカンダリ パスを指定
secondary}
します。iSCSI ブートの場合は、2 つのパスを設定しま
す。Cisco UCS Manager は、プライマリ パスを最初に使
用し、それが失敗した場合、セカンダリ パスを使用し
ます。

ステップ 8

UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path #
create iscsivnicname
iscsi-vnic-name

iSCSI vNIC を作成します。

ステップ 9

UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path #
exit

iSCSI パス モードを終了します。

ステップ 10

UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path #
set order order-num

ブート順序内の iSCSI ブート順序を指定します。

ステップ 11

ステップ 8 ～ 10 を繰り返 （任意）
し、セカンダリ iSCSI vNIC
を作成します。

ステップ 12

UCS-A /org/boot-policy/iscsi トランザクションをシステム設定にコミットします。
# commit-buffer

ブート ポリシーに iSCSI ブートを追加します。

次の例は、iscsi-boot-policy-LAN という名前の iSCSI ブート ポリシーを作成し、ブート ポリシー
の説明を記入し、このポリシーを使用するサーバはブート順序変更時に自動でリブートしないよ
う指定し、iSCSI ブートのブート順序を 2 に設定し、iSCSI ブートを作成して iscsienic1 という vNIC
に関連付け、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create boot-policy iscsi-boot-policy-LAN purpose operational
UCS-A /org/boot-policy* # set descr "Boot policy that boots from iSCSI."
UCS-A /org/boot-policy* # set enforce-vnic-name yes
UCS-A /org/boot-policy* # set reboot-on-update no
UCS-A /org/boot-policy* # create iscsi
UCS-A /org/boot-policy/iscsi* # create path primary
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path* # set iscsivnicname iscsienic1
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path* # exit
UCS-A /org/boot-policy/iscsi* # set order 2
UCS-A /org/boot-policy/iscsi* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy #
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次の作業
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。
このブート ポリシーを含むサービス プロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの [一
般（General）] タブの [ブート順序の詳細（Boot Order Details）] 領域で実際のブート順序を確認で
きます。

ブート ポリシーからの iSCSI デバイスの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope boot-policy
boot-pol-name

指定したブート ポリシーでブート ポリシー
組織モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/boot-policy # delete
iscsi

ブート ポリシーから iSCSI ブートを削除しま
す。

ステップ 4

UCS-A /org/boot-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、boot-policy-iscsi という名前のブート ポリシーから iSCSI ブートを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope boot-policy boot-policy-iscsi
UCS-A /org/boot-policy # delete iscsi
UCS-A /org/boot-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy #

サービス プロファイル レベルでのイニシエータ IQN の設定
サービス プロファイルでは、特定の IQN または IQN のプールから取得される IQN を持つイニシ
エータを作成できます。

はじめる前に
CLI を使用して IQN を削除できません。
イニシエータ IQN の設定ガイドラインについては、イニシエータ IQN の設定, （136 ページ） を
参照してください。
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サーバ ブートの設定
サービス プロファイルでの iSCSI vNIC の作成

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始
します。ルート組織モードを開始
するには、org-name に / と入力し
ます。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile profile-name

サービス プロファイルのサービス
プロファイル組織モードを開始し
ます。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile# set iscsi-identity
指定された名前でイニシエータを
{initiator
作成します。名前には 16 文字以内
nameinitiator-name|initiator-pool-namepool-name} の英数字を使用できます。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile* # commit buffer

トランザクションをシステム設定
にコミットします。

ステップ 5

UCS-A /org/auth-profile* # exit

現在のモードを終了します。

次の例では、iSCSI イニシエータの特定の名前を作成し、トランザクションをコミットする方法を
示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # set iscsi-identity initiator-name manual:IQN
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

サービス プロファイルでの iSCSI vNIC の作成
サービス プロファイルに iSCSI vNIC を作成できます。

はじめる前に
iSCSI デバイスのオーバーレイ vNIC として使用される、サービス プロファイル内のイーサネット
vNIC が必要です。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name に / と入力
します。
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サーバ ブートの設定
サービス プロファイルでの iSCSI vNIC の作成

コマンドまたはアクション
ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile サービス プロファイルのサービス プロファイル
profile-name
組織モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # create iSCSI vNIC の名前を指定します。
vnic-iscsi iscsi-vnic-name.

ステップ 4

UCS-A
（任意）
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set この iSCSI vNIC 用に作成した iSCSI アダプタ ポ
iscsi-adaptor-policy
リシーを指定します。
iscsi-adaptor-name

ステップ 5

UCS-A
（任意）
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set iSCSI vNIC によって使用される認証プロファイ
auth-name
ルを設定します。設定する認証プロファイルがす
authentication-profile-name
でに存在している必要があります。詳細について
は、認証プロファイルの作成, （142 ページ）を
参照してください。

ステップ 6

UCS-A
iSCSI vNIC の MAC アドレスを指定します。
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set （注）
MAC アドレスは、Cisco UCS NIC
identity { dynamic-mac
M51KR-B アダプタ専用に設定されま
{dynamic-mac-address | derived } |
す。
mac-pool mac-pool-name }

ステップ 7

UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set
iscsi-identity {initiator-name
initiator-name | initiator-pool-name
iqn-pool-name}

ステップ 8

UCS-A
オーバーレイ vNIC として iSCSI デバイスで使用
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set される、イーサネット vNIC を指定します。詳細
overlay-vnic-name
については、サービス プロファイルの vNIC の設
overlay-vnic-name
定, （213 ページ）を参照してください。

ステップ 9

UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi* #
create eth-if

ステップ 10

UCS-A
VLAN 名を指定します。デフォルトの VLAN は、
/org/service-profile/vnic-iscsi/eth-if* default です。Cisco UCS M81KR 仮想インターフェ
# set vlanname vlan-name.
イス カード および Cisco UCS VIC-1240 仮想イン
ターフェイス カード の場合、指定する VLAN は
オーバーレイ vNIC のネイティブ VLAN と同じで
ある必要があります。Cisco UCS M51KR-B
Broadcom BCM57711 アダプタの場合、指定した
VLAN は、オーバーレイ vNIC に割り当てられた
どの VLAN でも設定できます。
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目的

iSCSI イニシエータの名前、または iSCSI イニシ
エータの名前の指定に使用される IQN プールの
名前を指定します。iSCSI イニシエータ名には最
大 223 文字を使用できます。

iSCSI vNIC に割り当てられた VLAN のイーサネッ
ト インターフェイスを作成します。

サーバ ブートの設定
サービス プロファイルからの iSCSI vNIC の削除

コマンドまたはアクション
ステップ 11

目的

UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi トランザクションをシステム設定にコミットしま
# commit-buffer
す。

次に、scsivnic1 という iSCSI vNIC を作成し、accounting という既存のサービス プロファイルに追
加し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # create vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # set iscsi-adaptor-policy iscsiboot
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # set auth-name initauth
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # set identity dynamic-mac derived
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # set iscsi-identity initiator-name iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # set overlay-vnic-name eth1
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* # create eth-if
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi/eth-if* # set vlanname default
UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi/eth-if* # commit buffer

次の作業
スタティック IP アドレス、設定された IP プールからの IP アドレス、または DHCP を使用して
ブートするように iSCSI イニシエータを設定します。

サービス プロファイルからの iSCSI vNIC の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile サービス プロファイルのサービス プロファ
profile-name
イル組織モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # delete 指定したサービスプロファイルから指定した
vnic-iscsi iscsi-vnic-name
iSCSI vNIC を削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。
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サーバ ブートの設定
スタティック IP アドレスを使用してブートする iSCSI イニシエータの作成

次に、scsivnic1 という iSCSI vNIC を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # delete vnic-iscsi scsivnic1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

スタティック IP アドレスを使用してブートする iSCSI イニシエータの
作成
サービス プロファイルで iSCSI イニシエータを作成し、スタティック IP アドレスを使用してブー
トするよう設定できます。

はじめる前に
次の設定が済んでいます。
• サービス プロファイルに iSCSI オーバーレイ vNIC を作成した。
• サービス プロファイルで iSCSI vNIC を作成した。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織
モードを開始します。
ルート組織モードを開
始するには、org-name
に / と入力します。

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope service-profile profile-name

サービス プロファイル
のサービス プロファイ
ル組織モードを開始し
ます。

ステッ
プ3

UCS-A /org/service-profile # scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

指定した iSCSI vNIC の
コンフィギュレーショ
ン モードを開始しま
す。

ステッ
プ4

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create ip-if

IP インターフェイスを
作成します。

ステッ
プ5

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if* # enter スタティック IP ブート
static-ip-params
パラメータを入力する
ことを指定します。
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サーバ ブートの設定
スタティック IP アドレスを使用してブートする iSCSI イニシエータの作成

コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ6

UCS-A
スタティック IP アドレ
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params* スを指定します。
# set addr ip-address

ステッ
プ7

UCS-A
デフォルト ゲートウェ
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params* イの IP アドレスを指定
# set default-gw ip-address
します。

ステッ
プ8

UCS-A
プライマリ DNS IP アド
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params* レスを指定します。
# set primary-dns ip-address

ステッ
プ9

UCS-A
セカンダリ DNS IP アド
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params* レスを指定します。
# set secondary-dns ip-address

ステッ
プ 10

UCS-A
サブネット マスクを指
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params* 定します。
# set subnet subnet-ip-address

ステッ
プ 11

UCS-A
トランザクションをシ
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params* ステム設定にコミット
# commit buffer
します。

次の例に、スタティック IP アドレスを使用してブートするようにイニシエータを設定し、トラン
ザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # enter static-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # set addr
10.104.105.193
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # set default-gw
10.104.105.1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # set primary-dns
11.11.11.100
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # set secondary-dns
11.11.11.100
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # set subnet
255.255.255.0
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* # commit-buffer

次の作業
iSCSI ターゲットを作成します。
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サーバ ブートの設定
iSCSI イニシエータからのスタティック IP アドレス ブート パラメータの削除

iSCSI イニシエータからのスタティック IP アドレス ブート パラメータ
の削除
サービス プロファイルで、iSCSI イニシエータからスタティック IP アドレス ブート パラメータ
を削除できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モード
を開始します。ルート組織
モードを開始するには、
org-name に / と入力します。

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope service-profile profile-name

サービス プロファイルの
サービス プロファイル組織
モードを開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/service-profile # scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name 指定した iSCSI vNIC のコン
フィギュレーション モード
を開始します。

ステッ
プ4

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # scope ip-if IP インターフェイスでコン
フィギュレーション モード
を開始します。

ステッ
プ5

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete イニシエータからスタティッ
static-ip-params
ク IP ブート パラメータを削
除します。

ステッ
プ6

UCS-A
トランザクションをシステ
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params* ム設定にコミットします。
# commit buffer

次に、スタティック IP アドレス ブート パラメータをイニシエータから削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # scope service-profile accounting
/org/service-profile # scope vnic-iscsi iSCSI1
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # scope ip-if
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if # delete static-ip-params
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # commit-buffer
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サーバ ブートの設定
IP プールからの IP アドレスを使用してブートする iSCSI イニシエータの作成

IP プールからの IP アドレスを使用してブートする iSCSI イニシエータ
の作成
サービス プロファイルでは、iSCSI イニシエータを作成し、作成した IP プールからの IP アドレス
を使用してブートするように設定できます。

はじめる前に
次の設定が済んでいます。
• サービス プロファイルにオーバーレイ vNIC を作成した
• サービス プロファイルで iSCSI vNIC を作成した。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モード
を開始します。ルート組織
モードを開始するには、
org-name に / と入力しま
す。

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope service-profile profile-name

サービス プロファイルの
サービス プロファイル組織
モードを開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot

iSCSI ブート パラメータを
設定するコンフィギュレー
ション モードを開始しま
す。

ステッ
プ4

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

指定した iSCSI vNIC のコン
フィギュレーション モード
を開始します。

ステッ
プ5

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi* # scope ip-if iSCSI イーサネット イン
ターフェイスのコンフィ
ギュレーション モードを開
始します。

ステッ
プ6

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # enter
pooled-ip-params

以前に作成された iSCSI イ
ニシエータ IP プールからの
IP アドレスのいずれかを使
用して iSCSI イニシエータ
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サーバ ブートの設定
iSCSI イニシエータからの IP プール ブート パラメータの削除

コマンドまたはアクション

目的
がブートするよう指定しま
す。

ステッ
プ7

UCS-A
トランザクションをシステ
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params* ム設定にコミットします。
# commit buffer

次に、iSCSI イニシエータを作成し、IP プールからの IP アドレスを使用してブートするように設
定する例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # scope service-profile accounting
/org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # scope ip-if
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # enter pooled-ip-params
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params* # commit buffer

次の作業
iSCSI ターゲットを作成します。

iSCSI イニシエータからの IP プール ブート パラメータの削除
サービス プロファイルでは、iSCSI イニシエータを作成し、作成した IP プールからの IP アドレス
を使用してブートするように設定できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モード
を開始します。ルート組織
モードを開始するには、
org-name に / と入力しま
す。

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope service-profile profile-name

サービス プロファイルの
サービスプロファイル組織
モードを開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot

iSCSI ブート パラメータを
設定するコンフィギュレー
ション モードを開始しま
す。
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サーバ ブートの設定
DHCP を使用してブートする iSCSI イニシエータの作成

コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ4

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/ # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

指定した iSCSI vNIC のコン
フィギュレーションモード
を開始します。

ステッ
プ5

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # enter ip-if

IP インターフェイスでコン
フィギュレーションモード
を開始します。

ステッ
プ6

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete iSCSI イニシエータがブー
pooled-ip-params
トのために IP プールからの
IP アドレスを使用しないこ
とを指定します。

ステッ
プ7

UCS-A
トランザクションをシステ
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params* ム設定にコミットします。
# commit buffer

次に、IP アドレスを使用するブートを IP プール パラメータから削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # scope service-profile accounting
/org/service-profile # scope iscsi-boot
/org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # enter ip-if
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete pooled-ip-params
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params* # commit buffer

DHCP を使用してブートする iSCSI イニシエータの作成
サービス プロファイルで iSCSI イニシエータを作成し、DHCP を使用してブートするよう設定で
きます。

はじめる前に
次の設定が済んでいます。
• サービス プロファイルに iSCSI オーバーレイ vNIC を作成した。
• サービス プロファイルで iSCSI vNIC を作成した。
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サーバ ブートの設定
DHCP を使用してブートする iSCSI イニシエータの作成

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モード
を開始します。ルート組織
モードを開始するには、
org-name に / と入力します。

ステップ 2 UCS-A /org # scope service-profile profile-name

サービス プロファイルの
サービス プロファイル組織
モードを開始します。

ステップ 3 UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot

iSCSI ブート パラメータを設
定するコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステップ 4 UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

指定した iSCSI vNIC のコン
フィギュレーション モード
を開始します。

ステップ 5 UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create ip-if IP インターフェイスを作成
します。
ステップ 6 UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # create DHCP を使用してブートする
dhcp-ip-params
ようイニシエータを設定し
ていることを指定します。
ステップ 7 UCS-A
トランザクションをシステ
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params* ム設定にコミットします。
# commit buffer

次の例に、DHCP を使用してブートするようにイニシエータを設定し、トランザクションをコミッ
トする方法を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # scope service-profile accounting
/org/service-profile # scope iscsi-boot
/org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create ip-if
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # create dhcp-ip-params
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params* # commit-buffer

次の作業
iSCSI ターゲットを作成します。
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iSCSI イニシエータからの DHCP ブート パラメータの削除
サービス プロファイルで、iSCSI イニシエータから DHCP ブート パラメータを削除できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A # scope org org-name

指定した組織の組織モードを
開始します。ルート組織モー
ドを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope service-profile profile-name

サービス プロファイルの
サービス プロファイル組織
モードを開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot

iSCSI ブート パラメータを設
定するコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステッ
プ4

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

指定した iSCSI vNIC のコン
フィギュレーション モード
を開始します。

ステッ
プ5

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # enter ip-if IP インターフェイスでコン
フィギュレーション モード
を開始します。

ステッ
プ6

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete イニシエータがブートのため
dhcp-ip-params
に DHCP を使用しないこと
を指定します。

ステッ
プ7

UCS-A
トランザクションをシステム
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params* 設定にコミットします。
# commit buffer

次に、DHCP パラメータを使用してブート削除し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # scope service-profile accounting
/org/service-profile # scope iscsi-boot
/org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # enter ip-if
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete dhcp-ip-params
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params* # commit-buffer
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IQN プール
IQN プールは、iSCSI vNIC が Cisco UCS ドメインでイニシエータ ID として使用する iSCSI 修飾名
（IQN）の集合です。
IQN プール メンバは、プレフィックス:サフィックス:数字の形式になります。ここで、プレフィッ
クス、サフィックス、および数字のブロック（範囲）を指定することができます。
IQN プールは複数の IQN ブロックを含むことができます。それらは、数字の範囲とサフィックス
は異なりますが、同じプレフィックスを共有します。

IQN プールの作成
（注）

ほとんどの場合、最大 IQN サイズ（プレフィックス + サフィックス + 追加文字）は 223 文字
です。Cisco UCS NIC M51KR-B アダプタを使用する場合、IQN サイズを 128 文字に制限する
必要があります。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org
org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織モード
を開始するには、/ を org-name として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
iqn-pool pool-name

指定されたプール名前で IQN プールを作成し、組織 IQN
プール モードを開始します。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。-（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .
（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字とス
ペースは使用できません。また、オブジェクトが保存され
た後で、この名前を変更することはできません。

ステップ 3

UCS-A /org/iqn-pool # set IQN ブロック メンバーのプレフィックスを指定します。
iqn-prefix prefix
アダプタ カードによって制限されない限り、プレフィック
スには最大 150 文字を使用できます。

ステップ 4

UCS-A /org/iqn-pool # set （任意）
descr description
IQN プールの説明を記入します。256 文字以内で入力しま
す。
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コマンドまたはアク
ション

目的
（注）

ステップ 5

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含
まれている場合は、説明を引用符で括る必要が
あります。引用符は、show コマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

UCS-A /org/iqn-pool # set 次のいずれかになります。
assignmentorder {default
• default：Cisco UCS Manager はプールからランダム ID
| sequential}
を選択します。
• sequential：Cisco UCS Manager はプールから最も小さ
い使用可能 ID を選択します。

ステップ 6

UCS-A /org/iqn-pool #
IQN ブロック（範囲）を作成し、組織 IQN プール ブロッ
create block suffix from to ク モードを開始します。ベース サフィックス、サフィッ
クス開始番号、およびサフィックス終了番号を指定する必
要があります。最終的な IQN プール メンバーは
prefix:suffix:number という形式になります。サフィックス
は最大 64 文字まで使用できます。
（注）

ステップ 7

IQN プールには、複数の IQN ブロックを含める
ことができます。複数のブロックを作成するに
は、組織 IQN プール モードから複数の create
block コマンドを入力します。

UCS-A /org/iqn-pool/block トランザクションをシステム設定にコミットします。
# commit-buffer

次に、pool4 という名前の IQN プールを作成し、プールの説明を記入し、プールに使用されるプ
レフィックスおよびサフィックス ブロックを指定し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create iqn-pool pool4
UCS-A /org/iqn-pool* # set iqn-prefix iqn.alpha.com
UCS-A /org/iqn-pool* # set descr "This is IQN pool 4"
UCS-A /org/iqn-pool* # create block beta 3 5
UCS-A /org/iqn-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/iqn-pool/block #

次の作業
IQN サフィックス プールをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。
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IP プールへのブロックの追加
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織
モードを開始するには、/ を org-name として入力し
ます。

ステップ 2

UCS-A /org # scope ip-pool
pool-name

指定したプールの組織 IP プール モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/ip-pool # create IP アドレス ブロック（範囲）を作成し、組織 IP プー
block first-ip-addr last-ip-addr ル ブロック モードを開始します。アドレス範囲の最
gateway-ip-addr subnet-mask 初と最後の IP アドレス、ゲートウェイ IP アドレス、
およびサブネットマスクを指定する必要があります。
（注）

IP プールには、複数の IP ブロックを含め
ることができます。複数のブロックを作成
するには、組織 IP プール モードから複数
の create block コマンドを入力します。

ステップ 4

UCS-A /org/ip-pool/block #
commit-buffer

トランザクションをコミットします。

ステップ 5

UCS-A /org/ip-pool/block #
exit

IPv4 ブロック コンフィギュレーション モードを終了
します。

ステップ 6

UCS-A /org/ip-pool # create IPv6 アドレスのブロック（範囲）を作成し、組織 IP
ipv6-block first-ip6-addr
プール IPv6 ブロック モードを開始します。アドレス
last-ip6-addr gateway-ip6-addr 範囲の最初と最後の IPv6 アドレス、ゲートウェイ
prefix
IPv6 アドレス、およびネットワーク プレフィックス
を指定する必要があります。
（注）

ステップ 7

IP プールには、複数の IPv6 ブロックを含
めることができます。複数の IPv6 ブロック
を作成するには、組織 IP プール モードか
ら複数の create ipv6-block コマンドを入力
します。

UCS-A /org/ip-pool/ ipv6-block トランザクションをシステム設定にコミットします。
# commit-buffer

次の例では、IPv4 および IPv6 アドレスのブロックを pool4 という名前の IP プールに追加し、トラ
ンザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
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UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/ip-pool # create block 192.168.100.1 192.168.100.200 192.168.100.10 255.255.255.0
/org/ip-pool/block* # commit-buffer
/org/ip-pool/block #exit
/org/ip-pool* # create ipv6-block 2001:888::10 2001:888::100 2001:888::1 64
/org/ip-pool/ipv6-block* commit-buffer

IP プールからのブロックの削除
プールからアドレス ブロックを削除した場合、Cisco UCS Manager では、そのブロック内から vNIC
または vHBA に割り当てられていたアドレスは再割り当てされません。削除されたブロックのす
べての割り当て済みブロックは、次のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNIC または vHBA
に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除された場合。
• アドレスが割り当てられた vNIC または vHBA が削除された場合。
• vNIC または vHBA が異なるプールに割り当てられた場合。

（注）

IPv6 アドレス ブロックは、vNIC または vHBA には適用できません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。
ルート組織モードを開始するには、/ を
org-name として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope ip-poolpool-name

指定したプールの組織 IP プール モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/ip-pool # delete
IPv4 または IPv6 アドレスの指定されたブ
{ip-block|ipv6-block}
ロック（範囲）を削除します。
{first-ip-addr|first-ip6-addr}{last-ip-addr|
last-ip6-addr}

ステップ 4

UCS-A /org/ip-pool # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

この例では、pool4 という名前の IP プールから IP アドレス ブロックを削除し、トランザクション
をコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
UCS-A /org/ip-pool # delete block 192.168.100.1 192.168.100.200
UCS-A /org/ip-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool #

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
163

サーバ ブートの設定
IQN プールの削除

この例では、pool4 という名前の IP プールから IPv6 アドレス ブロックを削除し、トランザクショ
ンをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool pool4
UCS-A /org/ip-pool # delete ipv6-block 2001::1 2001::10
UCS-A /org/ip-pool* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool #

IQN プールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCS Manager では、そのプールから vNIC または vHBA に割り当て
られていたアドレスは再割り当てされません。削除されたプールのすべての割り当て済みブロッ
クは、次のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNIC または vHBA に残ります。
• 関連付けられたサービス プロファイルが削除された場合。
• アドレスが割り当てられた vNIC または vHBA が削除された場合。
• vNIC または vHBA が異なるプールに割り当てられた場合。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete iqn-pool
pool-name

指定された IQN プールを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、pool4 という名前の IQN プールを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete iqn-pool pool4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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IQN プール使用の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope iqn-pool
pool-name

指定したプールの組織 IQN プール モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/iqn-pool # show pooled IQN ブロック メンバの割り当てを表示しま
す。

次に、pool4 という名前の IQN プールにおけるサフィックスの割り当てを表示する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope iqn-pool pool4
UCS-A /org/iqn-pool # show pooled
Pooled:
Name
Assigned Assigned To Dn
---------- -------- -------------beta:3
No
beta:4
No
beta:5
No
UCS-A /org/iqn-pool #

iSCSI スタティック ターゲットの作成
スタティック ターゲットを作成できます。

はじめる前に
iSCSI vNIC を作成済みです。

手順

ス
テッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ル
織モードを開始するには、org-name に / と入
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ス
テッ
プ2

UCS-A /org # scope service-profile profile-name

iSCSI ターゲットを追加するサービス プロファイ
のサービス プロファイル組織モードを開始しま

ス
テッ
プ3

UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot

iSCSI ブート パラメータを設定するモードを開始
ます。

ス
テッ
プ4

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi
iscsi-vnic-name

指定した vNIC 名で iSCSI vNIC モードを開始しま

ス
テッ
プ5

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create
static-target-if {1 | 2}

iSCSI vNIC のスタティック ターゲットを作成し
ライオリティ レベルを指定します。

ス
テッ
プ6

UCS-A
iSCSI ターゲットの iSCSI Qualified Name（IQN）
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if # set は拡張固有識別子（EUI）の名前を定義する正規
name name
現。

有効なプライオリティ レベルは 1 または 2 です

任意の英数字および次の特殊文字を入力するこ
できます。
• .（ピリオド）
• ：（コロン）
• -（ダッシュ）

この名前は、標準 IQN または EUI のガ
ラインを使用して正しい形式にする必要
ります。
次に、正しい形式の iSCSI ターゲット名の例を示
ます。
重要

• iqn.2001-04.com.example

• iqn.2001-04.com.example:storage:diskarrays-sn-a86

• iqn.2001-04.com.example:storage.tape1.sys1.x

• iqn.2001-04.com.example:storage.disk2.sys1.x
• eui.02004567A425678D
ス
テッ
プ7

UCS-A
iSCSI ターゲットに関連付けられたポート。
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if # set
1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは
port port-num
です。
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コマンドまたはアクション
ス
テッ
プ8

目的

UCS-A
（任意）
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if # set ターゲットがそれ自体を認証する必要があり
auth-name auth-profile
プロファイルを設定済みの場合、認証プロフ
の名前を指定する必要があります。

関連付けられた iSCSI 認証プロファイルの名
ス
テッ
プ9

UCS-A
iSCSI ターゲットに割り当てられた IPv4 アド
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if # set
ipaddress ipv4-address

UCS-A
ス
テッ /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if #
プ 10 create lun

インターフェイスの位置に対応する LUN を作
す。

UCS-A
ス
ターゲット LUN ID を指定します。有効値は
テッ /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun* 65535 です。
プ 11 # set id id-number

UCS-A
ス
現在のコンフィギュレーションモードを終了し
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun*
テッ
プ 12 # exit
UCS-A
ス
テッ /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if #
プ 13 exit

現在のコンフィギュレーションモードを終了し

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
ス
テッ commit-buffer
プ 14

トランザクションをシステム設定にコミットし

ス
ステップ 5 ～ 14 を繰り返して 2 番目のスタティック （任意）
テッ ターゲットを作成します。
プ 15

次に、2 つの iSCSI スタティック ターゲット インターフェイスを作成して、トランザクションを
コミットする例を示します。
UCS-A # scope org test
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create static-target-if 1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set name statictarget1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set port 3260
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set auth-name
authprofile1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set ip-address
192.168.10.10
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # create lun
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun* # set id 1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun* # exit
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UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # exit
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create static-target-if 2
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set ipaddress
192.168.10.11
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set name statictarget2
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set port 3260
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # set auth-name
authprofile1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # create lun
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun* # set id 1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun* # exit
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if* # exit
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer

次の作業
2 番目の iSCSI デバイスを設定するには、iSCSI vNIC、イニシエータおよびターゲットを作成する
手順を繰り返します。

iSCSI スタティック ターゲットの削除
iSCSI スタティック ターゲットを削除できます。ただし、1 つの iSCSI スタティック ターゲット
を削除した後、少なくとも 1 つの iSCSI スタティック ターゲットが残るようにする必要がありま
す。したがって、1 つの iSCSI スタティック ターゲットを削除するには、2 つの iSCSI スタティッ
ク ターゲットが必要です。

（注）

2 つの iSCSI ターゲットがあり、優先順位 1 位のターゲットを削除すると、優先順位 2 位のター
ゲットが優先順位 1 位のターゲットになります。ただし、このターゲットは、Cisco UCS Manager
では、引き続き優先順位 2 位のターゲットとして表示されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

iSCSI ターゲットを追加するサービス プロ
ファイルのサービス プロファイル組織モー
ドを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

iSCSI ブート パラメータを設定するモード
を開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot 指定した vNIC 名で iSCSI vNIC モードを開
# scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name
始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

UCS-A
iSCSI vNIC のスタティック ターゲットを削
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi 除します。
# delete static-target-if

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミッ
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi トします。
# commit-buffer

次に、iSCSI スタティック ターゲットを削除してトランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org test
/org # scope service-profile sample
/org # scope iscsi-boot
/org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi trial
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # delete static-target-if 1
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #

iSCSI 自動ターゲットの作成
ベンダー ID の有無にかかわらず iSCSI 自動ターゲットを作成できます。

はじめる前に
iSCSI 自動ターゲットを作成する前に、これらの前提条件に適合する必要があります。
• すでにサービス プロファイルに iSCSI vNIC を作成してある。
• 使用している VIC の前提条件を検討した。詳細については、次を参照してください。 iSCSI
ブートのガイドラインと前提条件, （134 ページ）

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始
します。ルート組織モードを開始
するには、org-name に / と入力し
ます。

ステップ 2 UCS-A /org # scope service-profile profile-name

iSCSI ターゲット インターフェイ
スを追加するサービス プロファイ
ルのサービス プロファイル組織
モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 UCS-A /org # scope iscsi-boot

目的
iSCSI ブート パラメータを設定す
るモードを開始します。

例：

ステップ 4 UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi 指定した vNIC 名の iSCSI vNIC サー
iscsi-vnic-name
ビス プロファイル組織モードを開
始します。
ステップ 5 UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ #
create auto-target-if

iSCSI vNIC の自動ターゲットを作
成します。
ベンダー ID なしで自動ターゲット
を使用する場合は、イニシエータ
の名前を設定する必要があります。
詳細については、サービス プロ
ファイルでの iSCSI vNIC の作成,
（149 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 6 UCS-A
（任意）
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if* 自動ターゲットのベンダー ID を設
# set dhcp-vendor-id vendor-id
定します。ベンダー ID には、最大
32 文字の英数字を指定できます。
ステップ 7 UCS-A
現在のコンフィギュレーション
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if* モードを終了します。
# exit
ステップ 8 UCS-A /org/service-profile/iscis-boot/vnic-iscsi #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定
にコミットします。

次に、iSCSI 自動ターゲットをベンダー ID なしで作成してトランザクションをコミットする例を
示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # scope service-profile accounting
/org/service-profile # scope iscsi-boot
/org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create auto-target-if
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if* # exit
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer

次に、iSCSI 自動ターゲットをベンダー ID ありで作成してトランザクションをコミットする例を
示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # scope service-profile accounting
/org/service-profile # scope iscsi-boot
/org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # create auto-target-if
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UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if* # set dhcp-vendor-id
iSCSI_Vendor
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if* # exit
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer

次の作業
2 番目の iSCSI デバイスを設定するには、iSCSI vNIC、イニシエータおよびターゲットを作成する
手順を繰り返します。

iSCSI スタティック ターゲットの削除
iSCSI スタティック ターゲットを削除できます。ただし、1 つの iSCSI スタティック ターゲット
を削除した後、少なくとも 1 つの iSCSI スタティック ターゲットが残るようにする必要がありま
す。したがって、1 つの iSCSI スタティック ターゲットを削除するには、2 つの iSCSI スタティッ
ク ターゲットが必要です。

（注）

2 つの iSCSI ターゲットがあり、優先順位 1 位のターゲットを削除すると、優先順位 2 位のター
ゲットが優先順位 1 位のターゲットになります。ただし、このターゲットは、Cisco UCS Manager
では、引き続き優先順位 2 位のターゲットとして表示されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

iSCSI ターゲットを追加するサービス プロ
ファイルのサービス プロファイル組織モー
ドを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

iSCSI ブート パラメータを設定するモード
を開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot 指定した vNIC 名で iSCSI vNIC モードを開
# scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name
始します。

ステップ 5

UCS-A
iSCSI vNIC のスタティック ターゲットを削
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi 除します。
# delete static-target-if

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミッ
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi トします。
# commit-buffer
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次に、iSCSI スタティック ターゲットを削除してトランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org test
/org # scope service-profile sample
/org # scope iscsi-boot
/org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi trial
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # delete static-target-if 1
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #

iSCSI ブートの確認
アダプタがブート中の場合、KVM コンソールを使用してブートアップ メッセージを確認します。
KVM コンソールにアクセスする方法については、「Starting the KVM Console」の章を参照してく
ださい。
この手順は、Cisco UCS Manager GUI を使用した場合にのみ実行できます。詳細については、『UCS
Manager GUI Configuration Guide』の「Starting the KVM Console」の章を参照してください。
• Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711 では、次のメッセージが表示されます。
「第 1 iSCSI ターゲットへログイン中です。（Logging in the 1st iSCSI Target….）成功しまし
た。（Succeeded.）」
• Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カード では、次のメッセージが表示されます。
「オプション ROM が正常にインストールされました（Option ROM installed successfully.）」

LAN ブート
LAN の集中プロビジョニング サーバから 1 つまたは複数のサーバをブートするブート ポリシー
を設定できます。LAN（または PXE）ブートは、その LAN サーバからサーバに OS をインストー
ルする際に頻繁に使用されます。
LAN ブート ポリシーには、複数のタイプのブート デバイスを追加できます。たとえば、ローカ
ル ディスクや仮想メディア ブートをセカンダリ ブート デバイスとして追加できます。

ブート ポリシー用 LAN ブート ポリシーの設定
はじめる前に
LAN ブート設定を含めるブート ポリシーを作成します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に /
を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

指定されたブート ポリシーの組織ブート ポリ
シー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/boot-policy #create lan ブート ポリシーの LAN ブートを作成し、組
織ブート ポリシー LAN モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/boot-policy/lan # set
order {1 | 2 | 3 | 4}

ステップ 5

UCS-A /org/boot-policy/lan #create プライマリまたはセカンダリ LAN ブート パ
path {primary | secondary}
スを作成し、組織ブート ポリシーの LAN パ
ス モードを開始します。

ステップ 6

UCS-A /org/boot-policy/lan/path
#set vnic vnic-name

ブート イメージへの LAN パスとして vNIC
を使用するよう指定します。

ステップ 7

UCS-A /org/boot-policy/lan/path
#commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

LAN ブートのブート順序を指定します。

次の例は、lab2-boot-policy というブート ポリシーに入り、ポリシーに LAN ブートを作成し、ブー
ト順序を 2 に設定し、vNIC1 および vNIC2 という名前の vNIC を使用するプライマリとセカンダ
リのパスを作成し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab2-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create lan
UCS-A /org/boot-policy/lan* # set order 2
UCS-A /org/boot-policy/lan* # create path primary
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # set vnic vNIC1
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # exit
UCS-A /org/boot-policy/lan* # create path secondary
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # set vnic vNIC2
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/lan/path #

次の作業
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。

ローカル デバイス ブート
Cisco UCS Manager では、異なるローカル デバイスから起動することができます。
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（注）

拡張ブート順序を使用している Cisco UCS M3 および M4 ブレード/ラック サーバの場合は、最
上位と第 2 レベルの両方のブート デバイスを選択できます。標準のブート順序を使用してい
る Cisco UCS M1 および M2 ブレード/ラック サーバの場合は、最上位のデバイスのみを選択で
きます。

ローカル ディスク ブート
サーバにローカル ドライブがある場合、ブート ポリシーを設定して、トップレベルのローカル
ディスク デバイスまたは第 2 レベルのデバイスのいずれかからサーバを起動できます。
• [ローカル LUN（Local LUN）]：ローカル ディスクまたはローカル LUN からの起動を有効に
します。
• [ローカル JBOD（Local JBOD）]：ブート可能な JBOD からの起動を有効にします。
• [SD カード（SD card）]：SD カードからの起動を有効にします。
• [内部 USB（Internal USB）]：内部 USB からの起動を有効にします。
• [外部 USB（External USB）]：外部 USB からの起動を有効にします。
• [内蔵ローカル LUN（Embedded Local LUN）]：Cisco UCS C240 M4 サーバ上の内蔵ローカル
LUN からの起動を有効にします。
• [内蔵ローカル ディスク（Embedded Local Disk）]：Cisco UCS C240 M4SX および M4L サーバ
の内蔵ローカル ディスクからの起動を有効にします。

（注）

第 2 レベルのデバイスは、拡張ブート順序を使用している Cisco UCS M3 および M4 ブレード/
ラック サーバでのみ使用できます。標準のブート順序を使用している Cisco UCS M1 および
M2 ブレード/ラック サーバの場合は、最上位の [ローカル ディスクの追加（Add Local Disk）]
のみを選択できます。

仮想メディア ブート
サーバがアクセスできる仮想メディア デバイスから 1 つ以上のサーバをブートするよう、ブート
ポリシーを設定することができます。仮想メディア デバイスは、物理 CD/DVD ディスク（読み取
り専用）またはフロッピー ディスク（読み取り書き込み）のサーバへの挿入を疑似的に実行しま
す。このタイプのサーバブートは、オペレーティングシステムをサーバに手動でインストールす
る場合に使用するのが一般的です。
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（注）

第 2 レベルのデバイスは、拡張ブート順序を使用している Cisco UCS M3 および M4 ブレード/
ラック サーバでのみ使用できます。標準のブート順序を使用している Cisco UCS M1 および
M2 ブレード/ラック サーバの場合は、最上位の [CD/DVD の追加（Add CD/DVD）] または [フ
ロッピーの追加（Add Floppy）] のみを選択できます。

リモート仮想ドライブのブート
ブート ポリシーを設定して、サーバからアクセスできるリモート仮想ドライブから 1 つ以上の
サーバを起動できます。

ブート ポリシー用ローカル ディスク ブート ポリシー設定
サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに制限されたローカル ブート
ポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービスプロ
ファイル テンプレートに含むことのできるグローバルなブート ポリシーの作成を推奨します。
ブート ポリシーには、複数のタイプのブート デバイスを追加できます。たとえば、セカンダリ
ブート デバイスとして、仮想メディア ブートを追加できます。

（注）

リリース 2.2 以降では、ブート順序にトップレベルのローカル ストレージ デバイスを追加す
るには、create local コマンドの後に create local-any を使用します。ローカル ストレージ デバ
イスを含む以前のリリースからのポリシーがある場合は、それらはアップグレード中にlocal-any
を使用するように変更されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name に / を入力します。

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope boot-policy policy-name

指定されたブート ポリシーの組織ブート
ポリシー モードを開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/boot-policy #create storage

ブート ポリシーのストレージ ブートを作
成し、組織ブート ポリシー ストレージ
モードを開始します。

ステッ
プ4

UCS-A /org/boot-policy/storage #create local

ローカル ストレージの場所を作成し、
ブート ポリシーのローカル ストレージ
モードを開始します。
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ステッ
プ5

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # create
{local-any | local-lun | sd-card | usb-extern |
usb-intern }

ローカル ストレージのタイプを指定しま
す。次のいずれかになります。
• local-any：ローカル ストレージ デバ
イスのタイプ。このオプションは、
レガシーまたは UEFI のブート モー
ドで使用できます。
（注）

標準のブート順序を使用し
ている Cisco UCS M1 およ
び M2 のブレード サーバ
およびラック サーバは
local-any のみ使用できま
す。

• local-lun：ローカルのハード ディス
ク ドライブ。
• sd-card：SD カード。
• usb-extern：外部 USB カード。
• usb-intern：内部 USB カード。
拡張ブート順序を使用している Cisco UCS
M3 および M4 ブレード/ラック サーバの
場合は、最上位と第2レベルの両方のブー
ト デバイスを選択できます。標準のブー
ト順序を使用している Cisco UCS M1 およ
び M2 ブレード/ラック サーバの場合は、
最上位のデバイスのみを選択できます。
ステッ
プ6

UCS-A
指定したローカル ストレージ デバイスの
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device ブート順序を設定します。1 ～ 16 の整数
# set order order_number
を入力します。
Cisco UCS、M3 サーバ、または M4 サー
バで拡張ブート順序を使用する場合は、
定義したブート順序が使用されます。用
語「プライマリ」または「セカンダリ」
を使用した標準のブート モードは、ブー
ト順序を示唆するものではありません。
同じデバイス クラス内での実際のブート
順序は、PCIe バス スキャン順序により決
定されます。
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コマンドまたはアクション
ステッ
プ7

目的

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミッ
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device トします。
# commit-buffer

次の例では、lab1-boot-policy という名前のブート ポリシーを作成し、そのポリシーのローカル
ハード ディスク ドライブのブートを作成し、ブート順序を 3 に設定し、トランザクションをコ
ミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # create local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # create local-lun
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card* # set order 3
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card #

次の例では、サービス プロファイル SP_lab1 のローカル SD カード ブートを作成し、ブート順序
を 3 に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create local
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # create sd-card
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # set order 3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local #

次の例では、サービス プロファイル SP_lab1 のトップレベルのローカル デバイス ブートを作成
し、ブート順序を 3 に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create local
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # create local-any
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any* # set order 3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any #

次の作業
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。
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ブート ポリシー用仮想メディア ブートの設定
（注）

仮想メディアでは、USB を有効にする必要があります。USB の機能に影響する BIOS 設定を変
更した場合は、仮想メディアにも影響します。したがって、最適なパフォーマンスを実現する
ためには、次の USB BIOS をデフォルト設定のままにしておくことを推奨します。
• [デバイスを起動不可にする（Make Device Non Bootable）]：[無効（disabled）] に設定し
ます。
• [USB アイドル電源の最適化設定（USB Idle Power Optimizing Setting）]：[高パフォーマン
ス（high-performance）] に設定します。

はじめる前に
仮想メディア ブート設定を含めるブート ポリシーを作成します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope org org-name 指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織
モードを開始するには、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
boot-policy policy-name

ステップ 3

UCS-A /org/boot-policy
ブート ポリシーの指定仮想メディア ブートを作成し、
#create virtual-media
組織ブート ポリシーの仮想メディア モードを開始しま
{read-only | read-only-local | す。次のいずれかになります。
read-only-remote | read-write
• read-only：ローカルまたはリモート CD/DVD。この
| read-write-drive |
read-write-local |
オプションは、レガシーまたは UEFI のブート モー
read-write-remote}
ドで使用できます。

指定されたブート ポリシーの組織ブート ポリシー モー
ドを開始します。

• read-only-local：ローカル CD/DVD。
• read-only-remote：リモート CD/DVD。
• read-write：ローカルまたはリモート フロッピー
ディスク ドライブ。このオプションは、レガシー
または UEFI のブート モードで使用できます。
• read-write-drive：リモート USB ドライブ。
• read-write-local：ローカル フロッピー ディスク ド
ライブ。
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コマンドまたはアクション 目的
• read-write-remote：リモート フロッピー ディスク
ドライブ。
（注）

拡張ブート順序を使用している Cisco UCS M3
および M4 ブレード/ラック サーバの場合は、
最上位と第 2 レベルの両方のブート デバイス
を選択できます。標準のブート順序を使用し
ている Cisco UCS M1 および M2 ブレード/ラッ
ク サーバの場合は、最上位のデバイスのみを
選択できます。

ステップ 4

UCS-A
仮想メディア ブートのブート順序を設定します。1 ～
/org/boot-policy/virtual-media 16 の整数を入力します。
# set order order_number

ステップ 5

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミットします。
/org/boot-policy/virtual-media
#commit-buffer

次の例では、lab3-boot-policy という名前のブート ポリシーを開始し、CD/DVD 仮想メディア ブー
トを作成し、ブート順序を 3 に設定し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab3-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create virtual-media read-only-local
UCS-A /org/boot-policy/virtual-media* # set order 3
UCS-A /org/boot-policy/virtual-media* # commit-buffer

次の作業
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。

ブート ポリシー用 NVMe ブートの設定
（注）

NVMe ブート ポリシーは Uefi ブート モードでのみ使用できます。

はじめる前に
NVMe ブート設定を含めるブート ポリシーを作成します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

指定されたブート ポリシーの組織ブート ポ
リシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/boot-policy #scope
storage

ブート ポリシーの組織ブート ポリシー スト
レージ モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/boot-policy/storage
#scope local

指定されたブート ポリシーのローカル スト
レージブートポリシーモードを開始します。

ステップ 5

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local
#create nvme

ブート ポリシーに NVMe ブートを作成しま
す。

ステップ 6

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例では、lab3-boot-policy という名前のブート ポリシーを開始し、NVMe ブートを作成し、ト
ランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope boot-policy lab3-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy/ # scope storage
UCS-A /org/boot-policy/storage # scope local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local # create nvme
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # commit-buffer

次の作業
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。

CIMC vMedia ブート ポリシーの作成
サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに制限されたローカル ブート
ポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービスプロ
ファイル テンプレートに含むことのできるグローバルなブート ポリシーの作成を推奨します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に /
を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create boot-policy
policy-name

ブート ポリシーを指定されたポリシー名で作
成し、組織ブート ポリシー モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media ?

アクセスと起動が可能なローカルおよびリモー
トのデバイスのリストを表示します。

ステップ 4

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media {access |
vMediaMappingName}

アクセスと起動が可能なローカルおよびリモー
トのデバイスのリストを表示します。

ステップ 5

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media
read-write-remote-drive
vMediaMap0}

指定した vMedia に対する vMedia ブート デバ
イス構成を作成します。

ステップ 6

UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

ステップ 7

UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media* #
show detail expand

次のブート順序を表示します。
[ブート仮想メディア（Boot virtual media）]：
[順序（Order）]：1
[アクセス（Access）]：読み取り/書き込みリ
モート vMedia ドライブ
[名前（Name）]：vmediaMap0

次に、CIMC vMedia ブート ポリシーを作成する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create boot-policy boot-policy vm-vmediamap-boot
UCS-A /org/boot-policy* # create virtual-media
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CIMC vMedia マウントの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis_id/blade_id 指定サーバのシャーシ サーバ モード
を開始します。

ステップ 2

UCS-A# /chassis/server #scope cimc

CIMC モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/cimc # show
vmedia-mapping-list detail expand

vMedia マッピングの詳細を表示しま
す。

次に、CIMC vMedia のマウントを表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/2
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # show vmedia-mapping-list detail expand
vMedia Mapping List:
vMedia Mapping:
Disk Id: 1
Mapping Name: cdd
Device Type: Cdd
Remote IP: 172.31.1.167
Image Path: cifs
Image File Name: ubunt-14.11-desktop-i386.iso
Mount Protocol: Cifs
Mount Status: Mounted
Error: None
Password:
User ID: Adminstrator
UCS-A /chassis/server/cimc #

ローカル LUN のブート ポリシーの設定
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを
開始します。ルート組織モー
ドを開始するには、org-name
に / を入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope boot-policy policy-name

指定されたブート ポリシーの
組織ブート ポリシー モードを
開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/boot-policy #create storage

ブート ポリシーのストレージ
ブートを作成し、組織ブート
ポリシー ストレージ モードを
開始します。

ステッ
プ4

UCS-A /org/boot-policy/storage #create local

ローカル ストレージの場所を
作成し、ブート ポリシーの
ローカル ストレージ モードを
開始します。

ステッ
プ5

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # create local-lun

ローカル ハード ディスク ドラ
イブをローカル ストレージと
して指定します。

ステッ
プ6

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # create
local-lun-image-path {primary | secondary}

指定した LUN のブート順序を
指定します。
重要

Cisco UCS Manager リ
リース 2.2(4) は
secondary ブート順序
をサポートしていませ
ん。

ステッ
プ7

UCS-A
ブートを開始する LUN の名前
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path を指定します。
# set lunname lun_name

ステッ
プ8

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-storage-device トランザクションをシステム
# commit-buffer
設定にコミットします。

次に、lab1-boot-policy という名前のブート ポリシーを作成して、そのポリシー用のローカル ハー
ド ディスク ドライブ ブートを作成し、ブート順序とブートを開始する LUN を指定して、トラン
ザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # create local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # create local-lun
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # create local-lun-image-path primary
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # set lunname luna
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path #
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次の作業
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。

ブート ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete boot-policy
policy-name

指定されたブート ポリシーを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例では、boot-policy-LAN という名前のブート ポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete boot-policy boot-policy-LAN
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

UEFI ブート パラメータ
サーバの UEFI ブート モードは、プラットフォーム ハードウェアに保存されている情報によって
決まります。UEFI OS ブート ローダに関する情報を含むブート エントリは、サーバの BIOS フ
ラッシュに保存されます。2.2(4) より前の Cisco UCS Manager リリースでは、サービス プロファイ
ルがあるサーバから別のサーバに移行されると、ブートローダ情報は宛先サーバで使用できなく
なります。そのため、BIOS は、サーバを UEFI ブート モードでブートするためのブート ローダ
情報をロードできません。
Cisco UCSM リリース 2.2(4) では、宛先サーバ上の UEFI OS ブート ローダの位置に関する情報を
BIOS に提供する UEFI ブート パラメータが導入され、BIOS はその位置からブート ローダをロー
ドできます。サーバは、そのブート ローダ情報を使用して、UEFI ブート モードでブートできま
す。

UEFI ブート パラメータに関する注意事項と制約事項
• ブート モードが UEFI の場合のみ、UEFI ブート パラメータを設定できます。
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• Cisco UCS Manager をリリース 2.2(4) にアップグレードする場合は、サービス プロファイル
の移行中に UEFI ブートが失敗しても自動的に処理されません。UEFI 対応 OS で正常にブー
トするには、ターゲット デバイスで UEFI ブート パラメータを明示的に作成しておく必要が
あります。
• UEFI ブート パラメータは、セカンドレベルのブート順序をサポートする、M3 以降のすべて
のサーバでサポートされています。
• 次のデバイス タイプの UEFI ブート パラメータを指定できます。
◦ SAN LUN
◦ ISCSI LUN
◦ ローカル LUN
• UEFI ブート パラメータは各オペレーティング システム固有のパラメータです。次のオペレー
ティング システムの UEFI ブート パラメータを指定できます。
◦ VMware ESX
◦ SUSE Linux
◦ Microsoft Windows
◦ Red Hat Enterprise Linux 7

ローカル LUN の UEFI ブート パラメータの設定
はじめる前に
ローカル LUN のブート モードが UEFI に設定されていることを確認します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ス
テッ
プ1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組
織モードを開始し
ます。ルート組織
モードを開始する
には、org-name に
/ を入力します。

ス
テッ
プ2

UCS-A /org # scope boot-policy policy-name

指定されたブート
ポリシーの組織
ブート ポリシー
モードを開始しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ス
テッ
プ3

UCS-A /org/boot-policy #scope storage

ブート ポリシーの
組織ブート ポリ
シー ストレージ
モードを開始しま
す。

ス
テッ
プ4

UCS-A /org/boot-policy/storage #scope local

ブート ポリシー
ローカル ストレー
ジ モードを開始し
ます。

ス
テッ
プ5

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # scope {local-any | local-lun | sd-card ローカル ストレー
| usb-extern | usb-intern }
ジのタイプを指定
します。次のいず
れかになります。
• local-any：
ローカル スト
レージ デバイ
スのタイプ。
このオプショ
ンは、レガ
シーまたは
UEFI のブー
ト モードで使
用できます。
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コマンドまたはアクション

目的
標準
の
ブー
ト順
序を
使用
して
いる
Cisco
UCS
M1
およ
び
M2
のブ
レー
ド
サー
バお
よび
ラッ
ク
サー
バは
local-any
のみ
使用
でき
ま
す。

（注）

• local-lun：
ローカルの
ハード ディス
ク ドライブ。
• sd-card：SD
カード。
• usb-extern：外
部 USB カー
ド。
• usb-intern：内
部 USB カー
ド。
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コマンドまたはアクション

目的
重
要

UEFI ブート
パラメータ
を設定可能
なローカル
ストレージ
の唯一のタ
イプは
local-lun で
す。

ス
テッ
プ6

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # scope local-lun-image-path ローカル LUN のイ
{primary | secondary}
メージ パスを指定
します。

ス
テッ
プ7

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # create UEFI のブート パ
uefi-boot-param
ラメータを作成
し、UEFI ブート
パラメータ モード
を開始します。

ス
テッ
プ8

UCS-A
ブート ローダの名
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* 前を設定します。
# set bootloader-name name

ス
テッ
プ9

UCS-A
ブート ローダのパ
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* スを設定します。
# set bootloader-path path

UCS-A
ス
ブート ローダの説
テッ /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* 明を記入します。
プ 10 # set boot-description "description"
UCS-A
ス
トランザクション
テッ /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* をシステム設定に
プ 11 # commit-buffer
コミットします。

次の例では、ローカル LUN の UEFI ブート パラメータを作成し、トランザクションをコミットす
る方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy bp1
UCS-A /org/boot-policy* # scope storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # scope local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # scope local-lun
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # scope local-lun-image-path primary
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # create uefi-boot-param
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* # set
bootloader-name grub.efi
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* # set
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bootloader-path EFI\redhat
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* # set
boot-description "Red Hat Enterprise Linux"
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param* #
commit-buffer

iSCSI LUN の UEFI ブート パラメータの設定
はじめる前に
iSCSI LUN のブート モードが UEFI に設定されていることを確認します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始しま
す。ルート組織モードを開始するに
は、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

指定されたブート ポリシーの組織ブー
ト ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/boot-policy #scope iscsi

ブート ポリシーの組織ブート ポリシー
iSCSI モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/boot-policy/iscsi # scope path iSCSI LUN のイメージ パスを指定しま
{primary | secondary}
す。

ステップ 5

UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path # create UEFI のブート パラメータを作成し、
uefi-boot-param
UEFI ブート パラメータ モードを開始
します。

ステップ 6

UCS-A
ブート ローダの名前を設定します。
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# set bootloader-name name

ステップ 7

UCS-A
ブート ローダのパスを設定します。
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# set bootloader-path path

ステップ 8

UCS-A
ブート ローダの説明を記入します。
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# set boot-description "description"

ステップ 9

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコ
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param* ミットします。
# commit-buffer
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次の例では、iSCSI LUN の UEFI ブート パラメータを作成し、トランザクションをコミットする
方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy bp2
UCS-A /org/boot-policy* # scope iscsi
UCS-A /org/boot-policy/iscsi # scope path primary
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path # create uefi-boot-param
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param* # set bootloader-name grub.efi
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param* # set bootloader-path EFI\redhat
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param* # set boot-description "Red Hat Enterprise
Linux"
UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param* # commit-buffer

SAN LUN の UEFI ブート パラメータの設定
はじめる前に
SAN LUN のブート モードが UEFI に設定されていることを確認します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開
始します。ルート組織モードを
開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope boot-policy policy-name

指定されたブート ポリシーの組
織ブート ポリシー モードを開始
します。

ステップ 3

UCS-A /org/boot-policy #scope san

ブート ポリシーの組織ブート ポ
リシー SAN モードを開始しま
す。

ステップ 4

UCS-A /org/boot-policy/san # scope san-image
{primary | secondary}

SAN イメージを開始します。

ステップ 5

UCS-A /org/boot-policy/san/san-image # scope path SAN LUN のイメージ パスを入
{primary | secondary}
力します。

ステップ 6

UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path # create UEFI のブート パラメータを作成
uefi-boot-param
し、UEFI ブート パラメータ
モードを開始します。

ステップ 7

UCS-A
ブート ローダの名前を設定しま
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* す。
# set bootloader-name name
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8

UCS-A
ブート ローダのパスを設定しま
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* す。
# set bootloader-path path

ステップ 9

UCS-A
ブート ローダの説明を記入しま
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* す。
# set boot-description "description"

ステップ 10

UCS-A
トランザクションをシステム設
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* 定にコミットします。
# commit-buffer

次の例では、SAN LUN の UEFI ブート パラメータを作成し、トランザクションをコミットする方
法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy bp3
UCS-A /org/boot-policy* # scope san
UCS-A /org/boot-policy/san # scope san-image primary
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image # scope path primary
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path # create uefi-boot-param
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* # set bootloader-name grub.efi
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* # set bootloader-path EFI\redhat
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* # set boot-description "Red Hat
Enterprise Linux"
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* # commit-buffer
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UCS Manager のサービス プロファイル
サービス プロファイルは、単一のサーバおよびそのストレージとネットワークの特性を定義しま
す。Cisco UCS Manager および UCS Mini のサービス プロファイルを作成できます。サービス プロ
ファイルがサーバに導入されると、UCS Manager は、サービス プロファイルで指定された設定に
一致するよう、サーバ、アダプタ、ファブリックエクステンダ、ファブリックインターコネクト
を自動的に設定します。
サービス プロファイルには、次の 4 種類の情報が含まれています。
• [サーバ定義（Server definition）]：プロファイルに適用するために必要なリソース（特定の
シャーシに挿入された特定のサーバやブレード）を定義します。
• [ID 情報（Identity information）]：UUID、各仮想 NIC（vNIC）の MAC アドレス、各 HBA の
WWN 仕様が含まれます。
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• [ファームウェア バージョンの仕様（Firmware revision specifications）]：特定のテスト済みの
ファームウェア リビジョンをインストールする必要があるか、その他の理由で特定のファー
ムウェアを使用する必要がある場合に使用されます。
• [接続性定義（Connectivity definition）]：ネットワーク アダプタ、ファブリック エクステン
ダ、および親インターコネクトを設定します。ただし、この情報には各ネットワーク コン
ポーネントの設定方法の詳細が含まれていないため抽象的です。
UCS システムは、サーバ ID を継承するサービス プロファイルとサーバ ID をオーバーライドする
サービス プロファイルの 2 つのタイプのサービス プロファイルを提供しています。

サーバ ID を上書きするサービス プロファイル
このタイプのサービス プロファイルにより、柔軟性と制御性が最大化されます。このプロファイ
ルでは、アソシエーション時にサーバに設定されていた ID 値を上書きし、Cisco UCS Manager で
設定されたリソース プールとポリシーを使用して一部の管理タスクを自動化できます。
このサービス プロファイルは、あるサーバとの関連付けを解除して、別のサーバに関連付けるこ
とができます。この再アソシエーションは手動で行うこともできますし、自動サーバプールポリ
シーを通じて行うこともできます。UUID や MAC アドレスなど、新しいサーバの工場出荷時の設
定は、サービス プロファイルでの設定で上書きされます。その結果、サーバでの変更はネット
ワークに対して透過的です。新しいサーバの使用を開始するために、ネットワークでコンポーネ
ントやアプリケーションを再設定する必要はありません。
このプロファイルにより、次のようなリソースプールやポリシーを通じて、システムリソースを
利用し、管理できるようになります。
• MAC アドレスのプール、WWN アドレス、UUID などの仮想 ID 情報
• イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ プロファイル ポリシー
• ファームウェア パッケージ ポリシー
• オペレーティング システム ブート順序ポリシー
サービスプロファイルに電源管理ポリシー、サーバプール資格情報ポリシー、または特定のハー
ドウェア設定が必要な別のポリシーが含まれている場合を除き、そのサービス プロファイルを
Cisco UCS ドメイン のどのタイプのサーバにも使用できます。
これらのサービス プロファイルは、ラックマウント サーバまたはブレード サーバのどちらかに
関連付けることができます。サービスプロファイルの移行の可否は、サービスプロファイルの移
行制限を選択するかどうかによって決まります。

（注）

移行を制限しない場合は、既存のサービス プロファイルを移行する前に、Cisco UCS Manager
による新規サーバの互換性チェックは実行されません。両方のハードウェアが似ていない場
合、関連付けが失敗することがあります。
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サーバ ID を継承するサービス プロファイル
このハードウェアベースのサービス プロファイルは使用も作成も簡単です。このプロファイル
は、サーバのデフォルト値を使用して、ラックマウント型サーバの管理を模倣します。これは特
定のサーバに関連付けられているため、別のサーバへの移動や移行はできません。
このサービス プロファイルを使用するために、プールや設定ポリシーを作成する必要はありませ
ん。
このサービス プロファイルは、アソシエーション時に存在する次のような ID 情報および設定情
報を継承し、適用します。
• 2 つの NIC の MAC アドレス
• 統合ネットワーク アダプタまたは仮想インターフェイス カードについては、2 つの HBA の
WWN アドレス
• BIOS バージョン
• サーバの UUID

重要

このプロファイルをサーバに関連付ける前に、製造元でサーバのハードウェアに設定された値
が変更された場合、このサービス プロファイルを通じて継承されたサーバの ID および設定情
報は、この値とは異なる可能性があります。

サービスプロファイルに関するガイドラインおよび推奨
事項
サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに含まれるポリシー（ローカ
ルディスク設定ポリシーなど）やプールに固有のガイドラインと推奨事項に加え、サービスプロ
ファイルとサーバを関連付ける機能に影響する以下のガイドラインと推奨事項も順守してくださ
い。
ラックマウント サーバで設定できる vNIC 数の制限
Cisco UCS Manager と統合されているラックマウント サーバでは、Cisco UCS P81E 仮想インター
フェイス カード（N2XX-ACPCI01）などのサポート対象のアダプタごとに最大 56 の vNIC を設定
できます。
ラックマウント サーバの電力制限はサポート対象外
電力制限はラックサーバではサポートされません。ラックマウントサーバに関連付けられている
サービス プロファイルに電力制御ポリシーを含めた場合、そのポリシーは実行されません。
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vNIC に関する QoS ポリシーのガイドライン
QoS ポリシーのプライオリティ設定が fc（ファイバ チャネル システム クラス）ではない場合に
のみ、そのポリシーを vNIC に割り当てることができます。QoS ポリシーのプライオリティに他
のシステム クラスを設定できます。
vHBA に関する QoS ポリシーのガイドライン
QoS ポリシーのプライオリティ設定が fc（ファイバ チャネル システム クラス）である場合にの
み、そのポリシーを vHBA に割り当てることができます。
QoS ポリシーのホスト制御設定は vNIC にのみ適用されます。vHBA には影響しません。

インバンド サービス プロファイル
インバンド サービス プロファイルの設定
この手順は、インバンド サービス プロファイルの作成方法を示しています。

（注）

Cisco UCS Manager GUI で、[機器（Equipment）] タブのサーバ CIMC を使用するようにアウト
オブバンド設定を設定したすべての Cisco UCS M3 および M4 サーバは、インバンド プロファ
イルに従って、自動的にインバンド ネットワーク（VLAN）および IPv4/IPv6 設定を取得しま
す。インバンド プロファイル設定からネットワークまたは IP プール名を削除すると、サーバ
のインバンド設定がインバンド プロファイルから取得された場合は、サーバからインバンド
設定が削除されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope eth-uplink

イーサネットアップリンクのコンフィギュ
レーション モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /eth-uplink # scope
inband-profile

インバンド プロファイル コンフィギュ
レーション モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set インバンド プロファイルのネットワーク
net-group-namevlan-group-name
グループ名を設定します。

ステップ 4

UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set インバンド プロファイルのデフォルト
default-vlan-namevlan-name
VLAN を設定します。

ステップ 5

UCS-A /eth-uplink/inband-profile # set インバンド プロファイルの IP プールを設
default-pool-name pool-name
定します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /eth-uplink/inband-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次の例では、インバンド サービス プロファイル inband-profile を作成し、ネットワーク グループ
名を inband-vlan-group に、デフォルトの VLAN を Inband_VLAN に、IP プールを inband_default に
それぞれ設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

#scope eth-uplink
/eth-uplink # scope inband-profile
/eth-uplink/inband-profile # set net-group-name inband-vlan-group
/eth-uplink/inband-profile* # set default-vlan-name Inband_VLAN
/eth-uplink/inband-profile* # set default-pool-name inband_default
/eth-uplink/inband-profile* # commit-buffer
/eth-uplink/inband-profile #

インバンド管理サービス プロファイルの設定
この手順は、インバンド管理サービス プロファイルを設定する方法について説明します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org /

組織コンフィギュレーション
モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # create service-profilesp-name

指定されたサービス プロファ
イルを作成し、サービス プロ
ファイルのコンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # create mgmt-ifacein-band 指定された管理インターフェイ
スを作成し、管理インターフェ
イス コンフィギュレーション
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface # create
mgmt-vlan

管理 VLAN を作成し、管理
VLAN コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステップ 5

UCS-A/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan # set
network-name network-name

管理 VLAN のネットワーク名
を設定します。

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan # create 外部 IP プールを作成し、IP
ext-pooled-ip
プール コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7

UCS-A
外部 IPv4 プールの名前を設定
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip します。
# set name pool-name

ステップ 8

UCS-A
IPv4 プール コンフィギュレー
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip ション モードを終了します。
# exit

ステップ 9

UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan #create 外部 IPv6 プールを作成し、
ext-pooled-ip6
IPv6 プール コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 10 UCS-A
外部 IPv6 プールの名前を設定
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6 します。
# set name pool-name
ステップ 11 UCS-A
トランザクションをシステム設
/org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6 定にコミットします。
# commit-buffer

次の例では、サービス プロファイル名 inband_sp を作成し、in-band という名前の管理インターフェ
イスを設定し、管理 VLAN を作成し、ネットワーク名を Inband_VLAN に設定し、外部 IPv4 プー
ルを作成してその名前を inband_default に設定し、外部 IP および外部 IPv6 管理プールを作成し、
両方のプールの名前を inband_default に設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create service-profile inband_sp
UCS-A /org/service-profile* # create mgmt-iface in-band
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface* # create mgmt-vlan
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan* # set network-name Inband_VLAN
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # set name inband_default
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # exit
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip6
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # set name inband_default
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6 # exit
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface/mgmt-vlan # exit
UCS-A /org/service-profile/mgmt-iface # exit

次の作業
サーバにインバンド管理インターフェイスのサービス プロファイルを関連付けます。

サービス プロファイルからのインバンド設定の削除
この手順では、サービス プロファイルからインバンド設定を削除する方法について説明します。
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（注）

デフォルト VLAN 名とデフォルト プール名を使用して Cisco UCS Manager でインバンド プロ
ファイルが設定されると、サーバ CIMC は、サービス プロファイルから設定を削除してから
1 分以内にインバンド プロファイルからインバンド設定を自動的に取得します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org /

組織コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A/org # scope service-profile
blade1

組織プロファイル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A/org/service-profile # delete
mgmt-ifacein-band

指定されたサービス プロファイルを削除
します。

ステップ 4

UCS-A/org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、サービス プロファイル blade1 にスコープし、管理インターフェイス インバンドを削除し、
トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile blade1
UCS-A /org/service-profile # delete mgmt-iface in-band
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile

CIMC でのインバンド管理の設定
この手順では、プールされた IP のサーバ CIMC 上でのインバンド管理を設定する方法について説
明します。
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（注）

インバンド管理 IP アドレスをスタティック IP アドレスに設定することは、インバンド管理 IP
アドレスをプール済み IP アドレスに設定する手順と同様です。次の例では、in-band と命名し
たシャーシ 1 のサーバ 1 に管理インターフェイスを作成し、IPv4 および IPv6 の状態をスタ
ティックに設定し、トランザクションをコミットします。次の例では、さらに、管理 VLAN
を作成し、外部スタティック IPv4 を作成して開き、外部スタティック IPv6 を作成して開き、
トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # create mgmt-iface in-band
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv4state static
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv6state static
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface # show detail
External Management Interface:
Mode: In Band
Ip V4 State: Static
Ip V6 State: Static
Is Derived from Inband Profile: No
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface # set
ipv4state IpV4State
ipv6state IpV6State
mode
Mode
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface # create mgmt-vlan
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-static-ip
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip* # set addr x.x.x.1
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip* # set subnet 255.255.255.0
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip* # set default-gw x.x.x.254
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip # up
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan # create ext-static-ip6
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set addr
xxxx:xxxx:xxxx:1::
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set default-gw
xxxx:xxxx:xxxx:1::0001
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set prefix 64
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6 # up
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan # show detail expand
External Management Virtual LAN:
Network Name:
Id: 1
External Management Static IP:
IP Address: x.x.x.1
Default Gateway: 10.193.1.254
Subnet: 255.255.255.0
Primary DNS IP: 0.0.0.0
Secondary DNS IP: 0.0.0.0
External Management Static IPv6:
IP Address: xxxx:xxxx:xxxx:1::
Default Gateway: xxxx:xxxx:xxxx:1::0001
Prefix: 64
Primary DNS IP: ::
Secondary DNS IP: ::
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassi-numserver-num

指定サーバのシャーシ サー
バ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope cimc

CIMC コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server /chassis/server/cimc # create
mgmt-ifacein-band

指定された管理インターフェ
イスを作成し、管理インター
フェイス コンフィギュレー
ションモードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv4state
pooled

IPv4 状態を [プール済み
（pooled）] に設定します。

ステップ 5

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface *# set ipv6state
pooled

IPv6 状態を [プール済み
（pooled）] に設定します。

ステップ 6

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # create
mgmt-vlan

管理 VLAN を作成し、管理
VLAN コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステップ 7

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # set 管理 VLAN のネットワーク
network-name network-name
名を設定します。

ステップ 8

UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create 外部 IPv4 プールを作成し、
ext-pooled-ip
IPv4 プール コンフィギュ
レーション モードを開始し
ます。

ステップ 9

UCS-A
外部 IPv4 プールの名前を設
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* 定します。
# set name pool-name

ステップ 10 UCS-A
IPv4 プール コンフィギュ
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* レーション モードを終了し
# exit
ます。
ステップ 11 UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* #create 外部 IPv6 プールを作成し、
ext-pooled-ip6
IPv6 プール コンフィギュ
レーション モードを開始し
ます。
ステップ 12 UCS-A
外部 IPv6 プールの名前を設
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* 定します。
# set name pool-name
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 13 UCS-A
トランザクションをシステム
/chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* 設定にコミットします。
# commit-buffer

次の例では、in-band という名前のサーバ 1 のシャーシ 1 上で管理インターフェイスを作成し、
IPv4 および IPv6 状態を [プール済み（pooled）] に設定し、管理 VLAN を作成し、ネットワーク名
を Inband にし、外部 IPv4 プールを作成してその名前を inband_default に設定します。外部 IPv6
プールを作成してその名前を inband_default に設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # create mgmt-iface in-band
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv4state pooled
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # set ipv6state pooled
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # create mgmt-vlan
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # set network-name Inband
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # set name Inband_default
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip* # exit
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-pooled-ip6
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # set name Inband_default
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-pooled-ip6 #

CIMC からのインバンド設定の削除
この手順は、サーバ CIMC からインバンド設定を削除する方法について説明します。

（注）

デフォルト VLAN 名とデフォルト プール名を使用して Cisco UCS Manager でインバンド プロ
ファイルが設定されると、サーバ CIMC は、サービス プロファイルから設定を削除してから
1 分以内にインバンド プロファイルからインバンド設定を自動的に取得します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassi-numserver-num

指定サーバのシャーシ サーバ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope cimc

CIMC コンフィギュレーション モード
を開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server /chassis/server/cimc 指定されたサービス プロファイルを削
# delete mgmt-ifacein-band
除します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server /chassis/server/cimc トランザクションをシステム設定にコ
# commit-buffer
ミットします。
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次に、server 1 の chassis1 から in-band という名前の管理インターフェイスを削除し、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # delete mgmt-iface in-band
UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/cimc #

サービス プロファイル テンプレート
サービス プロファイル テンプレートの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織
モードを開始するには、/ を org-name として入力し
ます。

ステップ 2

UCS-A /org # create
service-profile profile-name
{initial-template |
updating-template}

指定したサービス プロファイル テンプレートを作
成し、組織サービス プロファイル モードを開始し
ます。
このサービス プロファイル テンプレートを識別す
る一意の profile-name を入力します。
この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロ
ン）、および .（ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。こ
の名前は、同じ組織内のすべてのサービスプロファ
イルおよびサービス プロファイル テンプレートで
一意であることが必要です。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # set 指定された BIOS ポリシーをサービス プロファイル
bios-policy policy-name
に関連付けます。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたブート ポリシーをサービス プロファイ
boot-policy policy-name
ルに関連付けます。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile # set （任意）
descr description
サービス プロファイルに説明を記入します。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
203

サービス プロファイルの設定
サービス プロファイル テンプレートの作成

コマンドまたはアクション

目的
（注）

説明にスペース、特殊文字、または句読
点が含まれている場合は、説明を引用符
で括る必要があります。引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示
されません。

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたダイナミック vNIC 接続ポリシーをサー
dynamic-vnic-conn-policy
ビス プロファイルに関連付けます。
policy-name

ステップ 7

UCS-A /org/service-profile # set 管理 IP アドレスをサービス プロファイルに割り当
ext-mgmt-ip-state {none |
てる方法を指定します。
pooled}
次のオプションを使用して管理IPアドレスポリシー
を設定できます。
• [なし（None）]：サービス プロファイルには
IP アドレスが割り当てられません。
• [プール済み（Pooled）]：サービス プロファイ
ルには、管理 IP プールから IP アドレスが割り
当てられます。
（注）

サービス プロファイル テンプレートの管
理 IP アドレスを static に設定すると、エ
ラーが発生します。

ステップ 8

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたホスト ファームウェア ポリシーをサー
host-fw-policy policy-name
ビス プロファイルに関連付けます。

ステップ 9

UCS-A /org/service-profile # set サーバが UUID または WWNN を取得する方法を指
identity {dynamic-uuid {uuid | 定します。次のいずれかを実行できます。
derived} | dynamic-wwnn
• 一意の UUID を
{wwnn | derived} | uuid-pool
pool-name | wwnn-pool
nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn 形式で作成
pool-name}
する。
• 製造時にハードウェアに焼き付けられた UUID
を取得する。
• UUID プールを使用する。
• 一意の WWNN を hh : hh : hh : hh : hh : hh : hh
: hh 形式で作成する。
• 製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWNN を取得する。
• WWNN プールを使用する。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10

UCS-A /org/service-profile # set 指定された IPMI アクセス プロファイルをサービス
ipmi-access-profile profile-name プロファイルに関連付けます。

ステップ 11

UCS-A /org/service-profile # set サービス プロファイルに指定された LAN 接続ポリ
lan-connectivity-policy-name シーを関連付けます。
policy-name
（注）
LAN 接続ポリシーとローカルで作成され
た vNIC を同じサービス プロファイルに
含めることはできません。LAN 接続ポリ
シーをサービス プロファイルに追加する
と、すべての既存の vNIC 設定が消去され
ます。

ステップ 12

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたローカル ディスク ポリシーをサービス
local-disk-policy policy-name プロファイルに関連付けます。

ステップ 13

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたメンテナンス ポリシーをサービス プロ
maint-policy policy-name
ファイルに関連付けます。

ステップ 14

UCS-A /org/service-profile # set 指定された管理ファームウェア ポリシーをサービ
mgmt-fw-policy policy-name
ス プロファイルに関連付けます。

ステップ 15

UCS-A /org/service-profile # set 指定された電源管理ポリシーをサービス プロファ
power-control-policy
イルに関連付けます。
policy-name

ステップ 16

UCS-A /org/service-profile # set 指定された SAN 接続ポリシーをサービス プロファ
san-connectivity-policy-name イルに関連付けます。
policy-name
（注）
SAN 接続ポリシーとローカルで作成され
た vHBA を同じサービス プロファイルに
含めることはできません。SAN 接続ポリ
シーをサービス プロファイルに追加する
と、すべての既存の vHBA 設定が消去さ
れます。

ステップ 17

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたスクラブ ポリシーをサービス プロファ
scrub-policy policy-name
イルに関連付けます。

ステップ 18

UCS-A /org/service-profile # set 指定した Serial over LAN ポリシーをサービス プロ
sol-policy policy-name
ファイルに関連付けます。

ステップ 19

UCS-A /org/service-profile # set 指定された統計情報ポリシーをサービス プロファ
stats-policy policy-name
イルに関連付けます。

ステップ 20

UCS-A /org/service-profile # set サービス プロファイルに関連付けられたユーザ ラ
user-label label-name
ベルを指定します。
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目的

ステップ 21

UCS-A /org/service-profile # set 指定された vCon に選択プリファレンスを指定しま
vcon {1 | 2} selection {all |
す。
assigned-only | exclude-dynamic
| exclude-unassigned}

ステップ 22

UCS-A /org/service-profile # set 指定された vNIC/vHBA 配置プロファイルをサービ
vcon-profile policy-name
ス プロファイルに関連付けます。
（注）

ステップ 23

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

サービス プロファイルに vNIC/vHBA 配
置プロファイルを割り当てるか、または
サービス プロファイルに vCon 選択プリ
ファレンスを設定できますが、両方を実
行する必要はありません。

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次の例は、サービスプロファイルテンプレートを作成してトランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create service-profile ServTemp2 updating-template
UCS-A /org/service-profile* # set bios-policy biospol1
UCS-A /org/service-profile* # set boot-policy bootpol32
UCS-A /org/service-profile* # set descr "This is a service profile example."
UCS-A /org/service-profile* # set dynamic-vnic-conn-policy mydynvnicconnpolicy
UCS-A /org/service-profile* # set ext-mgmt-ip-state pooled
UCS-A /org/service-profile* # set host-fw-policy ipmi-user987
UCS-A /org/service-profile* # set identity dynamic-uuid derived
UCS-A /org/service-profile* # set ipmi-access-profile ipmiProf16
UCS-A /org/service-profile* # set local-disk-policy localdiskpol33
UCS-A /org/service-profile* # set maint-policy maintpol4
UCS-A /org/service-profile* # set mgmt-fw-policy mgmtfwpol75
UCS-A /org/service-profile* # set power-control-policy powcontrpol13
UCS-A /org/service-profile* # set scrub-policy scrubpol55
UCS-A /org/service-profile* # set sol-policy solpol2
UCS-A /org/service-profile* # set stats-policy statspol4
UCS-A /org/service-profile* # set user-label mylabel
UCS-A /org/service-profile* # vcon-policy myvconnpolicy
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

次の作業
• （任意）サービス プロファイルのブート定義を設定します。サービス プロファイルにブー
ト ポリシーが関連付けられていない場合に限り、このオプションを使用します。
• サービス プロファイル テンプレートからサービス プロファイル インスタンスを作成しま
す。
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サービス プロファイル テンプレートからのサービス プロファイル イ
ンスタンスの作成
はじめる前に
サービス プロファイルのインスタンスの作成元になるサービス プロファイル テンプレートがあ
ることを確認します。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope org
org-name

ステップ 2

UCS-A /org # create
指定したサービス プロファイル インスタンスを作成し、
service-profile profile-name 組織サービス プロファイル モードを開始します。
instance
このサービス プロファイル テンプレートを識別する一意
の profile-name を入力します。

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー
ドを開始するには、org-name に / を入力します。

この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できます。（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、およ
び .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字
とスペースは使用できません。この名前は、同じ組織内
のすべてのサービス プロファイルおよびサービス プロ
ファイル テンプレートで一意であることが必要です。
ステップ 3

UCS-A /org/service-profile 元になるサービス プロファイル テンプレートを指定して
# set src-templ-name
サービス プロファイル インスタンスに適用します。サー
profile-name
ビス プロファイル テンプレートからのすべての設定が、
サービス プロファイル インスタンスに適用されます。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile トランザクションをシステム設定にコミットします。
# commit-buffer

次の例は、ServProf34 という名前のサービス プロファイル インスタンスを作成し、ServTemp2 と
いう名前のサービスプロファイルテンプレートを適用し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create service-profile ServProf34 instance
UCS-A /org/service-profile* # set src-templ-name ServTemp2
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

次の作業
サーバ、ラック サーバ、またはサーバ プールにサービス プロファイルを関連付けます。
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サービス プロファイル タスク

サービス プロファイル タスク
サービス プロファイルの名前の変更
サービス プロファイルの名前を変更すると、次のことが起こります。
• サービス プロファイルの以前の名前を参照するイベント ログと監査ログは、その名前のま
ま保持されます。
• 名前変更の操作を記録する、新しい監査データが作成されます。
• サービス プロファイルの以前の名前で生じたすべての障害データは、新しいサービス プロ
ファイル名に転送されます。

（注）

保留中の変更があるサービス プロファイルの名前は変更できません。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope org
org-name

ステップ 2

UCS-A /org # scope
指定したサービスで組織サービス プロファイル モード
service-profile profile-name を開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile 指定されたサービス プロファイルの名前を変更します。
# rename-to
このコマンドを入力すると、CLI セッションのコミット
new-profile-name
されていないすべての変更が失われることがあるという
警告がされます。続行するには確認のため y を入力しま
す。

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織
モードを開始するには、org-name に / を入力します。

この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できます。（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、お
よび .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊
文字とスペースは使用できません。この名前は、同じ組
織内のすべてのサービス プロファイルおよびサービス
プロファイル テンプレートで一意であることが必要で
す。
ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/ トランザクションをシステム設定にコミットします。
# commit-buffer
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ハードウェアベースのサービス プロファイルの作成

次に、ServInst90 から ServZoned90 にサービス プロファイル名を変更し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # rename-to ServZoned90
Rename is a standalone operation. You may lose any uncommitted changes in this CLI session.
Do you want to continue? (yes/no): y
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ハードウェアベースのサービス プロファイルの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name に / を入力
します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
service-profile
profile-nameinstance

指定したサービス プロファイル インスタンスを作
成し、組織サービス プロファイル モードを開始し
ます。
このサービス プロファイルを特定する一意の
profile-name を入力します。
この名前には、2 ～ 32 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コ
ロン）、および .（ピリオド）は使用できますが、
それ以外の特殊文字とスペースは使用できません。
この名前は、同じ組織内のすべてのサービス プロ
ファイルおよびサービス プロファイル テンプレー
トで一意であることが必要です。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # set 指定された BIOS ポリシーをサービス プロファイ
bios-policy policy-name
ルに関連付けます。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたブート ポリシーをサービス プロファイ
boot-policy policy-name
ルに関連付けます。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile # set （任意）
descr description
サービス プロファイルに説明を記入します。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

説明にスペース、特殊文字、または句読
点が含まれている場合は、説明を引用符
で括る必要があります。引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示
されません。

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたダイナミック vNIC 接続ポリシーをサー
dynamic-vnic-conn-policy
ビス プロファイルに関連付けます。
policy-name

ステップ 7

UCS-A /org/service-profile # set 管理 IP アドレスをサービス プロファイルに割り当
ext-mgmt-ip-state {none | pooled てる方法を指定します。
| static}
次のオプションを使用して管理 IP アドレス ポリ
シーを設定できます。
• [なし（None）]：サービス プロファイルには
IP アドレスが割り当てられません。
• [プール済み（Pooled）]：サービス プロファ
イルには、管理 IP プールから IP アドレスが
割り当てられます。
• [スタティック（Static）]：サービス プロファ
イルには、設定されたスタティック IP アドレ
スが割り当てられます。

ステップ 8

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたホスト転送ポリシーをサービスプロファ
host-fw-policy ipmi-user-name イルに関連付けます。

ステップ 9

UCS-A /org/service-profile # set サーバが UUID または WWNN を取得する方法を
identity {dynamic-uuid {uuid | 指定します。次のいずれかを実行できます。
derived} | dynamic-wwnn {wwnn
• 一意の UUID を
| derived} | uuid-pool pool-name
| wwnn-pool pool-name}
nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn 形式で作成
する。
• 製造時にハードウェアに焼き付けられたUUID
を取得する。
• UUID プールを使用する。
• 一意の WWNN を hh : hh : hh : hh : hh : hh : hh
: hh 形式で作成する。
• 製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWNN を取得する。
• WWNN プールを使用する。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10

UCS-A /org/service-profile # set 指定された IPMI アクセス プロファイルをサービ
ipmi-access-profile profile-name ス プロファイルに関連付けます。

ステップ 11

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたローカル ディスク ポリシーをサービス
local-disk-policy policy-name
プロファイルに関連付けます。

ステップ 12

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたメンテナンス ポリシーをサービス プロ
maint-policy policy-name
ファイルに関連付けます。

ステップ 13

UCS-A /org/service-profile # set 指定された管理転送ポリシーをサービス プロファ
mgmt-fw-policy policy-name
イルに関連付けます。

ステップ 14

UCS-A /org/service-profile # set 指定された電源管理ポリシーをサービス プロファ
power-control-policy
イルに関連付けます。
policy-name

ステップ 15

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたスクラブ ポリシーをサービス プロファ
scrub-policy policy-name
イルに関連付けます。

ステップ 16

UCS-A /org/service-profile # set 指定した Serial over LAN ポリシーをサービス プロ
sol-policy policy-name
ファイルに関連付けます。

ステップ 17

UCS-A /org/service-profile # set 指定された統計情報ポリシーをサービス プロファ
stats-policy policy-name
イルに関連付けます。

ステップ 18

UCS-A /org/service-profile # set サービス プロファイルに関連付けられたユーザ ラ
user-label label-name
ベルを指定します。

ステップ 19

UCS-A /org/service-profile # set 指定された vCon に選択プリファレンスを指定しま
vcon {1 | 2} selection {all |
す。
assigned-only | exclude-dynamic
| exclude-unassigned}

ステップ 20

UCS-A /org/service-profile # set 指定された vNIC/vHBA 配置ポリシーをサーバ プ
vcon-policy policy-name
ロファイルに関連付けます。
（注）

ステップ 21

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

サービス プロファイルに vNIC/vHBA 配
置プロファイルを割り当てるか、または
サービス プロファイルに vCon 選択プリ
ファレンスを設定できますが、両方を実
行する必要はありません。

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次の例は、サービスプロファイルインスタンスを作成してトランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create service-profile ServInst90 instance
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UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile* #
/org/service-profile #

set bios-policy biospol1
set boot-policy bootpol32
set descr "This is a service profile example."
set ext-mgmt-ip-state pooled
set host-fw-policy ipmi-user987
set identity dynamic-uuid derived
set ipmi-access-profile ipmiProf16
set local-disk-policy localdiskpol33
set maint-policy maintpol4
set mgmt-fw-policy mgmtfwpol75
set power-control-policy powcontrpol13
set scrub-policy scrubpol55
set sol-policy solpol2
set stats-policy statspol4
set user-label mylabel
vcon-policy myvconnpolicy
commit-buffer

次の作業
• （任意）サービス プロファイルのブート定義を設定します。サービス プロファイルにブー
ト ポリシーが関連付けられていない場合に限り、このオプションを使用します。
• ブレード サーバ、サーバ プール、またはラック サーバにサービス プロファイルを関連付け
ます。

サービス プロファイルでの vNIC ペアの作成
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

UCS-A /org # scope org-name. 指定した組織の設定モードに入ります。ルート組
織モードを開始するには、org-name として「org」
を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
service-profile service profile
name.

ステップ 3

UCS-A /org # scope
冗長ペアを作成する vNIC に名前を割り当てます。
service-profile create vnic eth0.

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vnic* サービス プロファイル レベルで vNIC ペアを作成
# set
するため、セカンダリ vNIC テンプレートにリン
template-namevNIC-primary . クできるプライマリ vNIC テンプレートを使用す
るように指定します。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vnic* vNIC ペアを作成するために使用するプライマリ
#exit .
vNIC テンプレートを終了します。
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目的

vNIC ペアを作成するサービス プロファイルの名
前を入力します。

サービス プロファイルの設定
サービス プロファイルの vNIC の設定

コマンドまたはアクション

目的
（注）

vNIC eth0 にリンクするのに、ピア vNIC
を作成できるようになりました。vNIC
ペアを作成するため、vNIC eth0 を vNIC
eth1 にリンクした後、トランザクション
のコミットを確認します。

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile #
create vnic eth1.

ステップ 7

UCS-A /org/service-profile/vnic* サービス プロファイル レベルで使用できる vNIC
set template-name vNIC
ペアを作成するため、セカンダリ vNIC テンプレー
secondary.
トをピア テンプレートとしてプライマリ vNIC テ
ンプレートに使用するように指定します。

ステップ 8

UCS-A /org/service-profile/vnic* vNIC ペアを作成するために使用するセカンダリ
#exit.
vNIC テンプレートを終了します。

ステップ 9

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer.

vNIC eth0 にリンクするペアを作成するために、ピ
ア vNIC を作成する vNIC に名前を割り当てます。

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、サービス プロファイルから vNIC 冗長ペアを作成し、トランザクションをコミットする例
を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # scope service-profile test-sp
/org/service-profile # create vNIC eth0
/org/service-profile/vnic* # set template-name vNIC-primary
/org/service-profile/vnic* # exit
/org/service-profile* # create vNIC eth1
/org/service-profile/vnic* # set template-name vNIC-secondary
/org/service-profile/vnic* # exit
/org/service-profile* # commit-buffer
/org/service-profile #

サービス プロファイルの vNIC の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織
モードを開始するには、/ を org-name として入力しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

指定したサービス プロファイルで組織サービス プロ
ファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile #
create vnic vnic-name [eth-if
eth-if-name] [fabric {a | b}]

指定したサービス プロファイルの vNIC を作成し、組
織サービス プロファイルの vNIC モードを開始しま
す。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vnic vNIC に使用するアダプタ ポリシーを指定します。
# set adapter-policy
policy-name

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vnic vNIC に使用するファブリックを指定します。vNIC テ
# set fabric {a | a-b | b | b-a} ンプレートを作成するときにステップ 3 でファブリッ
クを指定しなかった場合は、このコマンドで指定す
るオプションがあります。
デフォルトのファブリック インターコネクトが使用
できない場合に、この vNIC が第 2 のファブリック イ
ンターコネクトにアクセスできるようにするには、
a-b（A がプライマリ）または b-a（B がプライマリ）
を選択します。
（注）

次の状況下では、vNIC のファブリック
フェールオーバーを有効にしないでくださ
い。
• Cisco UCS ドメイン がイーサネット ス
イッチ モードで動作している場合。
vNIC ファブリック フェールオーバー
はこのモードではサポートされませ
ん。1 つのファブリック インターコネ
クト上のすべてのイーサネット アップ
リンクが障害になった場合、vNIC は他
のイーサネット アップリンクにフェー
ルオーバーしません。
• ファブリック フェールオーバーをサ
ポートしていないアダプタ（Cisco UCS
82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet Adapter
など）を搭載しているサーバに、この
vNIC を関連付けることを計画している
場合。これを行った場合、Cisco UCS
Manager により、サービス プロファイ
ルとサーバを関連付けたときに設定エ
ラーが生成されます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

UCS-A /org/service-profile/vnic vNIC の ID（MAC アドレス）を指定します。次のい
# set identity {dynamic-mac ずれかのオプションを使用して識別を設定できます。
{mac-addr | derived} |
• 一意の MAC アドレスを nn : nn : nn : nn : nn : nn
mac-pool mac-pool-name}
の形式で作成します。
• 製造時にハードウェアに焼き付けられた MAC
アドレスを取得する。
• MAC プールから MAC アドレスを割り当てる。

ステップ 7

UCS-A /org/service-profile/vnic この vNIC で受け入れられる最大伝送単位、つまりパ
# set mtu size-num
ケット サイズ。
1500 ～ 9216 の整数を入力します。
（注）

vNIC に対応する QoS ポリシーがある場合、
ここで指定した MTU は、関連付けられた
QoS システム クラスで指定された MTU と
同等以下でなければなりません。この MTU
値が QoS システム クラスの MTU 値を超え
ている場合、データ転送中にパケットがド
ロップされる可能性があります。

ステップ 8

UCS-A /org/service-profile/vnic vNICによって使用されるネットワーク制御ポリシー。
# set nw-control-policy
policy-name

ステップ 9

UCS-A /org/service-profile/vnic vNIC に相対順序を指定します。
# set order {order-num |
unspecified}

ステップ 10

UCS-A /org/service-profile/vnic vNIC によって使用される LAN ピン グループ。
# set pin-group group-name

ステップ 11

UCS-A /org/service-profile/vnic vNIC によって使用されるサービス ポリシーの品質。
# set qos-policy policy-name

ステップ 12

UCS-A /org/service-profile/vnic vNIC によって使用される統計情報収集ポリシー。
# set stats-policy policy-name

ステップ 13

UCS-A /org/service-profile/vnic ダイナミック vNIC 接続ポリシーを vNIC に使用する
# set template-name
ように指定します。
policy-name

ステップ 14

UCS-A /org/service-profile/vnic 指定された vCon に vNIC を割り当てます。Cisco UCS
# set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any} Manager が自動的に vNIC を割り当てるようにするに
は、any キーワードを使用します。

ステップ 15

UCS-A /org/service-profile/vnic トランザクションをシステム設定にコミットします。
# commit-buffer
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サービス プロファイルの vHBA の設定

次の例は、サービス プロファイルの vNIC を設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # create vnic vnic3 fabric a
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set fabric a-b
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set identity mac-pool MacPool3
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set mtu 8900
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set order 0
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set pin-group EthPinGroup12
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set qos-policy QosPol5
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set stats-policy StatsPol2
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set template-name VnicConnPol3
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set set vcon any
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic #

サービス プロファイルの vHBA の設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービスで組織サービス プロファイ
profile-name
ル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # create 指定したサービス プロファイル用の vHBA を
vhba vhba-name [fabric {a | b}]
作成し、組織サービス プロファイルの vHBA
[fc-if fc-if-name]
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set adapter-policy policy-name

vHBA に対し使用するアダプタ ポリシーを指定
します。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set admin-vcon {1 | 2 | any}

vHBA を 1 つまたはすべての仮想ネットワーク
インターフェイス接続に割り当てます。

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile/vhba # vHBA の WWPN を指定します。
set identity {dynamic-wwpn {wwpn
次のいずれかのオプションを使用してストレー
| derived} | wwpn-pool
ジ ID を設定できます。
wwn-pool-name}
• 一意の WWPN を hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh
形式で作成します。
WWPN は、20:00:00:00:00:00:00:00 ～
20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF または

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
216

サービス プロファイルの設定
サービス プロファイルの vHBA の設定

コマンドまたはアクション

目的
50:00:00:00:00:00:00:00 ～
5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内で指定
できます。
WWPN に Cisco MDS ファイバ チャネル
スイッチと互換性を持たせる場合は、
WWPN テンプレート
20:00:00:25:B5:XX:XX:XX を使用します。
• 製造時にハードウェアに焼き付けられた
WWPN から WWPN 取得する。
• WWN プールから WWPN を割り当てる。

ステップ 7

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set max-field-size size-num

ステップ 8

UCS-A /org/service-profile/vhba # vHBA の PCI スキャン順序を指定します。
set order {order-num | unspecified}

ステップ 9

UCS-A /org/service-profile/vhba # ファイバ チャネル ターゲットに対する永続的
set pers-bind {disabled | enabled} なバインディングをディセーブルまたはイネー
ブルにします。

ステップ 10

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set pin-group group-name

vHBA に使用する SAN ピン グループを指定し
ます。

ステップ 11

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set qos-policy policy-name

vHBA に対し使用する QoS ポリシーを指定しま
す。

ステップ 12

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set stats-policy policy-name

vHBA に使用する統計情報しきい値ポリシーを
指定します。

ステップ 13

UCS-A /org/service-profile/vhba #
set template-name policy-name

vHBA に使用する vHBA テンプレートを指定し
ます。

ステップ 14

UCS-A /org/service-profile/vhba #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットし
ます。

vHBA がサポートするファイバ チャネル フレー
ム ペイロードの最大サイズ（バイト数）を指
定します。

次に、サービス プロファイル用の vHBA を設定し、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # create vhba vhba3 fabric b
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set adapter-policy AdaptPol2
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set admin-vcon any
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set identity wwpn-pool SanPool7
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UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/service-profile/vhba* #
/org/service-profile/vhba* #
/org/service-profile/vhba* #
/org/service-profile/vhba* #
/org/service-profile/vhba* #
/org/service-profile/vhba* #
/org/service-profile/vhba* #
/org/service-profile/vhba* #
/org/service-profile/vhba #

set max-field-size 2112
set order 0
set pers-bind enabled
set pin-group FcPinGroup12
set qos-policy QosPol5
set stats-policy StatsPol2
set template-name SanConnPol3
commit-buffer

サービス プロファイルのローカル ディスクの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始しま
す。ルート組織モードを開始するには、
org-name に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

指定したサービス プロファイルで組織
サービス プロファイル モードを開始し
ます。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # create
local-disk-config

サービス プロファイルのローカル ディ
スク設定を作成し、組織サービス プロ
ファイルのローカル ディスク コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/local-disk-config （任意）
# set descr description
ローカル ディスク設定に説明を記入し
ます。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/local-disk-config ローカル ディスクのモードを指定しま
# set mode {any-configuration |
す。
no-local-storage | no-raid | raid-0-striped |
raid-1-mirrored | raid-5-striped-parity |
raid-6-striped-dual-parity |
raid-10-mirrored-and-striped}

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile/local-disk-config ローカル ディスクのパーティションを
# create partition
作成し、組織サービス プロファイルの
ローカル ディスク設定パーティション
モードを開始します。

ステップ 7

UCS-A
（任意）
/org/service-profile/local-disk-config/partition パーティションの説明を記します。
# set descr description
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8

UCS-A
パーティションのサイズを MB 単位で
/org/service-profile/local-disk-config/partition 指定します。
# set size {size-num | unspecified}

ステップ 9

UCS-A
パーティション タイプを指定します。
/org/service-profile/local-disk-config/partition
# set type {ext2 | ext3 | fat32 | none | ntfs |
swap}

ステップ 10

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコ
/org/service-profile/local-disk-config/partition ミットします。
# commit-buffer

次の例は、サービスプロファイルのローカルディスクを設定し、トランザクションをコミットし
ます。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile # create local-disk-config
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config* # set mode raid-1-mirrored
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config* # create partition
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # set size 1000000
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # set type ntfs
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition #

サービス プロファイルの Serial over LAN の設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

指定したサービスで組織サービス プロファ
イル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # create
sol-config

サービス プロファイルの Serial over LAN 設
定を作成し、組織サービス プロファイルの
SoL コンフィギュレーション モードを開始
します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/sol-config サービス プロファイルの Serial over LAN 設
# {disable | enable}
定をイネーブルまたはディセーブルにしま
す。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/sol-config （任意）
# set descr description
Serial over LAN 設定に説明を加えます。

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile/sol-config シリアル ボー レートを指定します。
# set speed {115200 | 19200 | 38400 |
57600 | 9600}

ステップ 7

UCS-A /org/service-profile/sol-config トランザクションをシステム設定にコミッ
# commit-buffer
トします。

次の例は、ServInst90 という名前のサービス プロファイルに Serial over LAN を設定し、トランザ
クションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # create sol-config
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # enable
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # set descr "Sets serial over LAN to 9600 baud."
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # set speed 9600
UCS-A /org/service-profile/sol-config* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/sol-config #

サービス プロファイルのアソシエーション
サービス プロファイルとブレード サーバまたはサーバ プールの関連
付け
作成時にサービス プロファイルとブレード サーバまたはサーバ プールを関連付けなかった場合、
またはサービス プロファイルを関連付けるブレード サーバまたはサーバ プールを変更する場合
には、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name に / を入力
します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービス
profile-name
プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile #
サービス プロファイルを単一のサーバに関連付
associate {server chassis-id/ slot-id けます。または、指定したサーバプールポリシー
| server-pool pool-name qualifier} 資格情報を使用して、指定したサーバ プールに
[restrict-migration]
関連付けます。
オプションの restrict-migration キーワードを追加
すると、サービス プロファイルは別のサーバに
移行されません。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、ServProf34 という名前のサービス プロファイルとシャーシ 1 のスロット 4 のサーバを関連
付け、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # associate server 1/4
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービス プロファイルとラック サーバの関連付け
作成時にサービス プロファイルをラック サーバを関連付けなかった場合、またはサービス プロ
ファイルを関連付けるラック サーバを変更する場合には、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

指定したサービス プロファイルで組織サービス
プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile #
associate server serv-id
[restrict-migration]

サービス プロファイルと指定したラック サーバ
を関連付けます。
オプションの restrict-migration コマンドを追加す
ると、サービス プロファイルは別のサーバに移
行されません。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットし
ます。

次に、ServProf34 という名前のサービス プロファイルとラック サーバ 1 を関連付け、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # associate server 1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービス プロファイルとサーバまたはサーバ プールの関連付け解除
この手順では、サービス プロファイルとブレード サーバ、ラック サーバ、またはサーバ プール
の関連付け解除について説明します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に /
と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile #
disassociate

サービス プロファイルとサーバまたはサーバ
プールの関連付けを解除します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ServProf34 という名前のサービス プロファイルとサーバの関連付けを解除し、トランザク
ションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # disassociate
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #
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サービス プロファイルのブート定義
サービス プロファイルのブート定義の設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービスで組織サービス プロファイ
profile-name
ル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # create サービスプロファイルのブート定義を作成し、
boot-definition
組織サービス プロファイルのブート定義モー
ドを開始します。

ステップ 4

UCS-A
（任意）
/org/service-profile/boot-definition ブート定義の説明を記入します。
# set descr description

ステップ 5

UCS-A
（任意） ブート順に変更を加えた後に、この
/org/service-profile/boot-definition ブート定義を使用するすべてのサーバを自動的
# set reboot-on-update {no | yes} にリブートするかどうかを指定します。デフォ
ルトでは、更新時のリブートオプションはディ
セーブルです。

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミットし
/org/service-profile/boot-definition ます。
# commit-buffer

次の例は、サービス プロファイルにブート定義を設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # set descr "This boot definition reboots on
update."
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # set reboot-on-update yes
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition #

次の作業
次の 1 つ以上のブート オプションをブート定義に設定し、ブート順序を設定します。
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サービス プロファイル ブート定義の LAN ブートの設定

• LAN Boot：中央集中型プロビジョニング サーバからブートします。これは、このサーバか
ら、別のサーバ上にオペレーティング システムをインストールするためによく使用されま
す。
[LAN ブート（LAN Boot）] オプションを選択した場合は、サービス プロファイル ブート定
義の LAN ブートの設定, （224 ページ） に進みます。
• Storage Boot：SAN 上のオペレーティング システム イメージからブートします。プライマリ
およびセカンダリ SAN ブートを指定できます。プライマリ ブートが失敗した場合、サーバ
はセカンダリからのブートを試行します。
システムに最高のサービス プロファイル モビリティを提供する SAN ブートの使用を推奨し
ます。SAN からブートした場合、あるサーバから別のサーバにサービス プロファイルを移
動すると、移動後のサーバは、まったく同じオペレーティング システム イメージからブー
トします。したがって、ネットワークからは、この新しいサーバはまったく同じサーバと認
識されます。
[ストレージ ブート（Storage Boot）] オプションを選択した場合は、サービス プロファイル
ブート定義のストレージ ブートの設定, （225 ページ） に進みます。
• Virtual Media Boot：サーバへの物理 CD の挿入を模倣します。これは通常、サーバ上にオペ
レーティング システムを手動でインストールする場合に使用されます。
[仮想メディア ブート（Virtual Media Boot）] オプションを選択した場合は、サービス プロ
ファイル ブート定義の仮想メディア ブートの設定, （227 ページ） に進みます。

サービス プロファイル ブート定義の LAN ブートの設定
はじめる前に
サービス プロファイルのブート定義を設定します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

指定したサービス プロファイルで組織
サービス プロファイル モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # scope
boot-definition

組織サービス プロファイルのブート定義
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/boot-definition サービス プロファイルのブート定義に
# create lan
LAN ブートを作成し、サービス プロファ
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コマンドまたはアクション

目的
イルのブート定義 LAN モードを開始しま
す。

ステップ 5

UCS-A
LAN ブートのブート順序を指定します。
/org/service-profile/boot-definition/lan # set
order {1 | 2 | 3 | 4}

ステップ 6

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/lan #
create path {primary | secondary}

ステップ 7

UCS-A
LAN イメージ パスに使用する vNIC を指
/org/service-profile/boot-definition/lan/path 定します。
# set vnic vnic-name

ステップ 8

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミッ
/org/service-profile/boot-definition/lan/path トします。
# commit-buffer

プライマリまたはセカンダリ LAN ブート
パスを作成し、サービス プロファイルの
ブート定義 LAN パス モードを開始しま
す。

次の例は、ServInst90 という名前のサービス プロファイルに入り、サービス プロファイルのブー
ト定義に LAN ブートを作成し、ブート順序を 2 に設定し、プライマリ パスを作成し、トランザ
クションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create lan
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan* # set order 2
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan* # create path primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan/path* # set vnic vnic3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan/path* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/lan/path #

サービス プロファイル ブート定義のストレージ ブートの設定
はじめる前に
サービス プロファイルのブート定義を設定します。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開
始します。ルート組織モードを
開始するには、org-name に / を入
力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope service-profile profile-name

指定したサービスで組織サービ
ス プロファイル モードを開始し
ます。

ステッ
プ3

UCS-A /org/service-profile # scope boot-definition

組織サービス プロファイルの
ブート定義モードを開始します。

ステッ
プ4

UCS-A /org/service-profile/boot-definition # create storage サービス プロファイルのブート
定義にストレージ ブートを作成
し、サービス プロファイルの
ブート定義ストレージ モードを
開始します。

ステッ
プ5

UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage # set
order {1 | 2 | 3 | 4}

ステッ
プ6

UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage # create ローカル ストレージ ブートまた
{local | san-image {primary | secondary}}
は SAN イメージ ブートを作成し
ます。SAN イメージ ブートが作
成されると、サービス プロファ
イルのブート定義ストレージ
SAN イメージ モードを開始しま
す。

ステッ
プ7

UCS-A
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image #
create path {primary | secondary}

ストレージ ブートのブート順序
を指定します。

プライマリまたはセカンダリ
SAN イメージ パスを作成し、
サービス プロファイルのブート
定義ストレージ SAN イメージ パ
ス モードを開始します。
Cisco UCS、M3 サーバ、または
M4 サーバで拡張ブート順序を使
用する場合は、定義したブート
順序が使用されます。用語「プ
ライマリ」または「セカンダリ」
を使用した標準のブート モード
は、ブート順序を示唆するもの
ではありません。同じデバイス
クラス内での実際のブート順序
は、PCIe バス スキャン順序によ
り決定されます。

ステッ
プ8

UCS-A
SAN イメージ パスに使用される
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path LUN を指定します。
# set lun lun-num
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ9

UCS-A
SAN イメージ パスに使用される
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path vHBA を指定します。
# set vhba vhba-name

ステッ
プ 10

UCS-A
SAN イメージ パスに使用される
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path WWN を指定します。
# set wwn wwn-num

ステッ
プ 11

UCS-A
トランザクションをシステム設
/org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path 定にコミットします。
# commit-buffer

次の例は、ServInst90 という名前のサービス プロファイルに入り、サービス プロファイルのブー
ト定義にストレージ ブートを作成し、ブート順序を 2 に設定し、プライマリ パスを作成し、トラ
ンザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create san-image primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # set order 2
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image* # create path primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # set lun 27512
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # set vhba vhba3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # set wwn
20:00:00:00:20:00:00:23
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/san-image/path #

サービス プロファイル ブート定義の仮想メディア ブートの設定
はじめる前に
サービス プロファイルのブート定義を設定します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始しま
す。ルート組織モードを開始するに
は、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile profile-name 指定したサービスで組織サービスプロ
ファイル モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # scope
boot-definition

組織サービスプロファイルのブート定
義モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/boot-definition #
サービス プロファイル ブート定義に
create virtual-media {read-only | read-write} 読み取り専用または読み取りと書き込
みの仮想メディア ブートを作成し、
サービスプロファイルのブート定義仮
想メディア モードを開始します。

ステップ 5

UCS-A
仮想メディアブートのブート順序を指
/org/service-profile/boot-definition/virtual-media 定します。
# set order {1 | 2 | 3 | 4}

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコ
/org/service-profile/boot-definition/virtual-media ミットします。
# commit-buffer

次の例は、ServInst90 という名前のサービス プロファイルに入り、サービス プロファイルのブー
ト定義に読み取り専用権限で仮想メディア ブートを作成し、ブート順序を 3 に設定し、トランザ
クションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile* # scope boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create virtual-media read-only
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media* # set order 3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media #

サービス プロファイルのブート定義の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービスで組織サービス プロファ
profile-name
イル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # delete サービス プロファイルのブート定義を削除
boot-definition
します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、サービス プロファイルのブート定義を削除し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # delete boot-definition
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービス プロファイルのファイバ チャネル ゾーン分割
既存のストレージ接続ポリシーでの vHBA イニシエータ グループの設
定
この手順では、既存のグローバル ファイバ チャネル ストレージ接続ポリシーを使用すると想定
されています。このサービス プロファイルに対してのみストレージ接続ポリシー定義を作成する
場合は、ローカル ストレージ接続ポリシー定義での vHBA イニシエータ グループの設定, （230
ページ） を参照してください。
すべてのサービス プロファイルで使用できるグローバル ファイバ チャネル ストレージ接続ポリ
シーを作成する方法については、「ファイバチャネルストレージ接続ポリシーの作成」を参照し
てください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルで組織サービ
profile-name
ス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # create ファイバチャネルゾーン分割の指定イニシエー
initiator-group group-name
タ グループを作成し、サービス プロファイル
のイニシエータグループモードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

UCS-A
イニシエータ グループの指定 vHBA イニシエー
/org/service-profile/initiator-group # タを作成します。
create initiator vhba-name
必要に応じて、この手順を繰り返しグループに
2 番目の vHBA を追加します。

ステップ 5

UCS-A
サービス プロファイルに指定されたストレー
/org/service-profile/initiator-group # ジ接続ポリシーを関連付けます。
set storage-connection-policy
policy-name

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットし
ます。

次の例では、ServInst90 という名前のサービス プロファイルに対し 2 つの vHBA イニシエータを
持つ initGroupZone1 という名前の vHBA イニシエータ グループを設定し、既存のファイバ チャネ
ル ストレージ接続ポリシーを含め、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # create initiator-group initGroupZone1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba2
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # set storage-connection-policy scpolicyZone1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ローカル ストレージ接続ポリシー定義での vHBA イニシエータ グルー
プの設定
この手順では、サービス プロファイルにローカル ファイバ チャネル ストレージ接続ポリシーを
作成すると想定しています。既存のストレージ接続ポリシーを使用する場合は、既存のストレー
ジ接続ポリシーでの vHBA イニシエータ グループの設定, （229 ページ） を参照してください。

手順
コマンドまたはアクション
ステッ UCS-A# scope org org-name
プ1

指定した組織の組織
モードを開始します。
ルート組織モードを開
始するには、org-name
に / を入力します。

ステッ UCS-A /org # scope service-profile profile-name
プ2

指定したサービス プロ
ファイルで組織サービ
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コマンドまたはアクション

目的
ス プロファイル モード
を開始します。

ステッ UCS-A /org/service-profile # create initiator-group group-name
プ3

ファイバ チャネル ゾー
ン分割の指定イニシ
エータ グループを作成
し、サービス プロファ
イルのイニシエータ グ
ループ モードを開始し
ます。

ステッ UCS-A /org/service-profile/initiator-group # create initiator vhba-name vHBA イニシエータ グ
プ4
ループの指定 vHBA イ
ニシエータを作成しま
す。
必要に応じて、この手
順を繰り返しグループ
に 2 番目の vHBA を追
加します。
ステッ UCS-A /org/service-profile/initiator-group # create
storage-connection-def policy-name
プ5

指定したストレージ接
続ポリシー定義を作成
し、ストレージ接続定
義モードを開始しま
す。

ステッ UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def #
create storage-target wwpn
プ6

指定された WWPN を
持つストレージ ター
ゲット エンドポイント
を作成し、ストレージ
ターゲット モードを開
始します。

ステッ UCS-A
ターゲット エンドポイ
/org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target ントとの通信に使用す
プ7
# set target-path {a | b}
るファブリック イン
ターコネクトを指定し
ます。
ステッ UCS-A
ターゲット エンドポイ
/org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target ントとの通信に使用す
プ8
# set target-vsan vsan
る VSAN を指定しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステッ UCS-A /org/service-profile/initiator-group # commit-buffer
プ9

トランザクションをシ
ステム設定にコミット
します。

次の例では、ServInst90 という名前のサービス プロファイルに対し 2 つの vHBA イニシエータを
持つ initGroupZone1 という名前の vHBA イニシエータ グループを設定し、scPolicyZone1 という名
前のローカル ストレージ接続ポリシー定義を設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # create initiator-group initGroupZone1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create initiator vhba2
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # create storage-connection-def scPolicyZone1
UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def* # create storage-target
20:10:20:30:40:50:60:70
UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target* # set
target-path a
UCS-A /org/service-profile/initiator-group/storage-connection-def/storage-target* # set
target-vsan default
UCS-A /org/service-profile/initiator-group* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/initiator-group #

サービス プロファイル テンプレートの管理
アセット タグ値の設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。
ルート組織モードを開始するには、/ を
org-name として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile
sp-name

指定したサービス プロファイルのサービ
ス プロファイル コンフィギュレーション
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # set
asset-tag value at-name

サーバのアセット タグ名を指定します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile # commit
buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

新しいアセット タグを BIOS で有効
にするため、サーバを再起動しま
す。

次に、サーバにアセット タグを設定する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # set asset-tag value EXAMPLE
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サーバ アセット タグの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A /org# scope server server-name

サービス名を入力します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server# show detail

サーバ アセット タグを表示しま
す。

次に、サーバのアセット タグを表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/5
UCS-A/chassis/server # show detail
Server:
Slot: 5
Name:
User Label:
Overall Status: Config
Oper Qualifier: N/A
Service Profile: asset-tag
Asset Tag: EXAMPLE
Association: Associated

サービス プロファイルに割り当てられた UUID の、サービス プロファ
イル テンプレートのプールからのリセット
更新中のサービス プロファイル テンプレートに割り当てられている UUID サフィックス プール
を変更しても、Cisco UCS Manager により、そのテンプレートにより作成されたサービス プロファ
イルに割り当てられている UUID は変更されません。Cisco UCS Manager を使用して、新しくサー
ビス プロファイルに割り当てられたプールから UUID を割り当て、これを関連付けられたサーバ
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に反映させるには、UUID をリセットする必要があります。サービス プロファイルおよび関連付
けられたサーバに割り当てられている UUID は、次の状況でのみリセットできます。
• サービス プロファイルが更新中のサービス プロファイル テンプレートから作成されていて、
UUID サフィックス プールから割り当てられた UUID が含まれている。
• UUID サフィックス プール名がサービス プロファイルで指定されている。たとえば、プール
名が空でない場合です。
• UUID の値が 0 でない（サーバ ハードウェアに由来しない）。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

UUID をリセットする組織でコマンド モードを開
始します。システムにマルチテナント機能が含ま
れていない場合、ルート組織モードに入るには、/
を org-name として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

関連付けられたサーバの UUID を別の UUID 接尾
辞プールにリセットする必要があるサービス プ
ロファイルを入力します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # set サービス プロファイルがプールから UUID を動
identity dynamic-uuid derived 的に取得するように指定します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、サービス プロファイルの UUID を別の UUID 接尾辞プールにリセットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # set identity dynamic-uuid derived
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

vNIC に割り当てられた MAC アドレスの、サービス プロファイル テン
プレートのプールからのリセット
更新中のサービス プロファイル テンプレートに割り当てられている MAC プールを変更しても、
Cisco UCS Manager より、そのテンプレートにより作成されたサービス プロファイルに割り当て
られている MAC アドレスは変更されません。Cisco UCS Manager を使用して、新しくサービス プ
ロファイルに割り当てられたプールから MAC アドレスを割り当て、これを関連付けられたサー
バに反映させるには、MAC アドレスをリセットする必要があります。サービス プロファイルお
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よび関連付けられたサーバに割り当てられている MAC アドレスは、次の状況でのみリセットで
きます。
• サービス プロファイルが更新中のサービス プロファイル テンプレートから作成されていて、
MAC プールから MAC アドレスが割り当てられている。
• MAC プール名がサービス プロファイルで指定されている。たとえば、プール名が空でない
場合です。
• MAC アドレスの値が 0 でない（サーバ ハードウェアに由来しない）。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

MAC アドレスをリセットするサービス プロファ
イルを含む組織でコマンドモードを開始します。
システムにマルチテナント機能が含まれていない
場合、ルート組織モードに入るには、/ を
org-name として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

関連するサーバの MAC アドレスを別の MAC ア
ドレスにリセットする必要があるサービス プロ
ファイルでコマンド モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile #
scope vnic vnic-name

MAC アドレスをリセットする vNIC でコマンド
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vnic # vNIC がプールから MAC アドレスを動的に取得
set identity dynamic-mac derived するように指定します。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vnic # トランザクションをシステム設定にコミットしま
commit-buffer
す。

次に、サービス プロファイルで vNIC の MAC アドレスをリセットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # scope vnic dynamic-prot-001
UCS-A /org/service-profile/vnic # set identity dynamic-mac derived
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic #

vHBA に割り当てられた WWPN の、サービス プロファイル テンプレー
トのプールからのリセット
更新中のサービス プロファイル テンプレートに割り当てられている WWPN プールを変更しても、
Cisco UCS Manager により、そのテンプレートにより作成されたサービス プロファイルに割り当
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てられている WWPN は変更されません。Cisco UCS Manager を使用して、新しくサービス プロ
ファイルに割り当てられたプールから WWPN を割り当て、これを関連付けられたサーバに反映さ
せるには、WWPN をリセットする必要があります。サービス プロファイルおよび関連付けられた
サーバに割り当てられている WWPN は、次の状況でのみリセットできます。
• サービス プロファイルが更新中のサービス プロファイル テンプレートから作成されていて、
WWPN プールから WWPN が割り当てられている。
• WWPN プール名がサービス プロファイルで指定されている。たとえば、プール名が空でな
い場合です。
• WWPN の値が 0 でない（サーバ ハードウェアに由来しない）。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

WWPN をリセットするサービス プロファイル
を含む組織でコマンド モードを開始します。
システムにマルチテナント機能が含まれていな
い場合、ルート組織モードに入るには、/ を
org-name として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile WWPN をリセットする vHBA のサービス プロ
profile-name
ファイルを入力します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # scope WWPN をリセットする vHBA でコマンド モー
vhba vhba-name
ドを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vhba # vHBA がプールから WWPN を動的に取得する
set identity dynamic-wwpn
ように指定します。
derived

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vhba # トランザクションをシステム設定にコミットし
commit-buffer
ます。

次に、サービス プロファイルで vHBA の WWPN をリセットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # scope vhba vhba3
UCS-A /org/service-profile/vhba # set identity dynamic-wwpn derived
UCS-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vhba #
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• CIMC マウント vMedia, 393 ページ

BIOS 設定
サーバ BIOS 設定
Cisco UCS では、Cisco UCS ドメイン内のサーバの BIOS 設定をグローバルに変更する 2 種類の方
法が用意されています。サーバまたはサーバの集合のニーズに合う特定の BIOS 設定グループを
含む BIOS ポリシーを 1 つ以上作成するか、特定のサーバ プラットフォームに対するデフォルト
の BIOS 設定を使用できます。
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BIOS ポリシーおよびサーバ プラットフォームのデフォルトの BIOS 設定のいずれを使用しても、
Cisco UCS Manager によって管理されているサーバの BIOS 設定を微調整できます。
データセンターのニーズに応じて、同じ Cisco UCS ドメイン内の一部のサービス プロファイルに
BIOS ポリシーを設定して、他のサービス プロファイルにデフォルトの BIOS 設定を使用するか、
そのいずれかのみを使用することができます。また、Cisco UCS Manager を使用して、サーバの実
際の BIOS 設定を表示し、それらが現在のニーズを満たしているかどうかを確認できます。

（注）

Cisco UCS Manager は、BIOS ポリシーまたはデフォルトの BIOS 設定による BIOS 設定の変更
を Cisco Integrated Management Controller（CIMC）バッファにプッシュします。これらの変更は
バッファ内にとどまり、サーバがリブートされるまでは有効になりません。
設定するサーバで BIOS 設定のサポートを確認することをお勧めします。RAS メモリのミラー
リング モードなどの一部の設定は、すべての Cisco UCS サーバでサポートされているわけで
はありません。

メイン BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できるメイン サーバ BIOS 設
定の一覧を示します。
名前

説明

プロパティ（Properties）
[BIOS 設定変更時のリブート（Reboot 1 つ以上の BIOS 設定を変更した後、サーバをリブート
on BIOS Settings Change）]
するタイミング。
set reboot-on-update

yes：この設定を有効にした場合、サーバはそのサービス
プロファイルのメンテナンス ポリシーに従ってリブート
されます。たとえば、メンテナンス ポリシーでユーザの
確認応答が必要な場合、サーバはリブートされず、ユー
ザが保留中のアクティビティを確認するまで BIOS の変
更は適用されません。
no：この設定を有効にしない場合は、他のサーバ設定の
変更によるリブートであろうと、手動によるリブートで
あろうと、BIOS の変更は次回サーバがリブートされる
まで適用されません。

BIOS 設定
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名前

説明

[静音ブート（Quiet Boot）]

BIOS が Power On Self-Test（POST）中に表示する内容。
次のいずれかになります。

set quiet-boot-config quiet-boot

• [disabled][無効（Disabled）]：BIOS はブート中にす
べてのメッセージとオプションROM 情報を表示し
ます。
• [enabled][有効（Enabled）]：BIOS はロゴ画面を表示
しますが、ブート中にメッセージやオプションROM
情報を表示しません。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[POST エラー一時停止（POST error
pause）]
set post-error-pause-config
post-error-pause

POST中にサーバで重大なエラーが発生した場合の処理。
次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：BIOS はサーバのブー
トを続行します。
• [enabled][有効（Enabled）]：POST 中に重大なエラー
が発生した場合、BIOSはサーバのブートを一時停
止し、Error Manager を開きます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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名前

説明

[AC 電力損失時の再開（Resume on AC 予期しない電力損失後に電力が復帰したときにサーバが
power loss）]
どのように動作するかを決定します。次のいずれかにな
ります。
set resume-ac-on-power-loss-config
resume-action

• [stay-off][オフのまま（Stay Off）]：手動で電源をオ
ンにするまでサーバの電源がオフのままになりま
す。
• [last-state][最後の状態（Last State）]：サーバの電源
がオンになり、システムが最後の状態を復元しよう
とします。
• [reset][リセット（Reset）]：サーバの電源がオンに
なり、自動的にリセットされます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

[前面パネル ロックアウト（Front panel 前面パネルの電源ボタンとリセット ボタンがサーバに
lockout）]
よって無視されるかどうかを決定します。次のいずれか
になります。
set front-panel-lockout-config
front-panel-lockout

• [disabled][無効（Disabled）]：前面パネルの電源ボタ
ンとリセット ボタンはアクティブであり、サーバに
影響を与えるために使用できます。
• [enabled][有効（Enabled）]：電源ボタンとリセット
ボタンはロックアウトされます。サーバをリセット
したり、電源をオンにしたりできるのは、CIMCGUI
からだけです。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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名前

説明

[CDN 制御（CDN Control）]

一貫したデバイスの命名によって、一貫した方法でイー
サネット インターフェイスに名前を付けることができま
す。これによりイーサネット インターフェイスの名前
は、より統一され、識別しやすくなり、アダプタや他の
設定に変更が加えられても永続的に保持されます。

set consistent-device-name-control
cdn-name

一貫したデバイスの命名を有効にするかどうか。次のい
ずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：一貫したデバイスの命
名はBIOSポリシーでディセーブルになっています。
• [enabled][有効（Enabled）]：一貫したデバイスの命
名はBIOS ポリシーでイネーブルになっています。
これにより、イーサネット インターフェイスに一貫
した方法で命名できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

プロセッサの BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できるプロセッサ BIOS 設定
の一覧を示します。
名前

説明

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology を使用するか
set intel-turbo-boost-config turbo-boost どうか。Turbo Boost 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。
[Intel Turbo Boost Tech]

• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサの周波数は
自動的に上昇しません。
• [enabled][有効（Enabled）]：必要に応じてプロセッ
サで TurboBoost Technology が利用されます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。
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名前

説明

[Enhanced Intel SpeedStep Tech]

プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology を使用
するかどうか。SpeedStep 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します。SpeedStep を有効
にすると、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。

set enhanced-intel-speedstep-config
speed-step

• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサの電圧また
は周波数を動的に調整しません。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサで
EnhancedIntel SpeedStep Technology が使用され、サ
ポートされているすべてのスリープ状態でさらに電
力を節約できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。
OS がこの機能をサポートするかどうかについては、OS
のベンダーに問い合わせることを推奨します。
[Intel HyperThreading Tech]
set hyper-threading-config
hyper-threading

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology を使用す
るかどうか。Hyper-Threading 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][無効（Disabled）]：プロセッサでのハイ
パースレッディングを禁止します。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサでの複数ス
レッドの並列実行を許可します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。
OS がこの機能をサポートするかどうかについては、OS
のベンダーに問い合わせることを推奨します。
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名前

説明

[コア多重処理（Core Multi
Processing）]

CPU あたりのパッケージの論理プロセッサ コアの状態を
設定します。この設定を無効にすると、Intel Hyper
Threading テクノロジーも無効になります。次のいずれか
になります。

set core-multi-processing-config
multi-processing

• [すべて（all）]：すべての論理プロセッサ コアの多
重処理を有効にします。
• [1 ～ n]：サーバで実行可能な CPU あたりの論理プ
ロセッサ コアの数を指定します。多重処理を無効に
して、サーバで実行される CPU あたりの論理プロ
セッサ コアを 1 個のみにするには、[1] を選択しま
す。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
OS がこの機能をサポートするかどうかについては、OS
のベンダーに問い合わせることを推奨します。
[Execute Disable Bit]
set execute-disable bit

サーバのメモリ領域を分類し、アプリケーション コード
を実行可能な場所を指定します。この分類の結果、悪意
のあるワームがバッファにコードを挿入しようとした場
合、プロセッサでコードの実行を無効にします。この設
定は、損害、ワームの増殖、および特定クラスの悪意の
あるバッファ オーバーフロー攻撃を防止するのに役立ち
ます。次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサがメモリ領
域を分類しません。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサがメモリ領
域を分類します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。
OS がこの機能をサポートするかどうかについては、OS
のベンダーに問い合わせることを推奨します。
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[Intel Virtualization Technology]

プロセッサで Intel Virtualization Technology を使用するか
どうか。Intel Virtualization Technology では、単一プラッ
トフォームで、複数の OS 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。

set intel-vt-config vt

• 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 OS をそれぞれ独立
したパーティション内で実行できます。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
（注）

[ハードウェア プリフェッチャ
（Hardware Prefetcher）]
set processor-prefetch-config
hardware-prefetch

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。

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
れたときにハードウェア プリフェッチャを使用しま
す。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
（注）
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この値を指定するには、[CPUPerformance] を
[カスタム（Custom）] に設定する必要がありま
す。[カスタム（Custom）] 以外の値の場合は、
このオプションよりも、選択された CPU パ
フォーマンス プロファイルの設定が優先され
ます。
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名前

説明

[隣接キャッシュラインプリフェッチャ プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数
（Adjacent Cache Line Prefetcher）]
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。
set processor-prefetch-config
adjacent-cache-line-prefetch

• 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。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
（注）

[DCU ストリーマー プリフェッチ
（DCU Streamer Prefetch）]
set processor-prefetch-config
dcu-streamer-prefetch

この値を指定するには、[CPUPerformance] を
[カスタム（Custom）] に設定する必要がありま
す。[カスタム（Custom）] 以外の値の場合は、
このオプションよりも、選択された CPU パ
フォーマンス プロファイルの設定が優先され
ます。

プロセッサで DCU IP Prefetch メカニズムを使用して履歴
キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。次のいず
れかになります。
• 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：DCU Prefetcher 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。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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名前

説明

[DCU IP プリフェッチャ（DCU IP
Prefetcher）]

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

set processor-prefetch-config
dcu-ip-prefetch

• 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：DCU IP Prefetcher で最も関連性が高いと判
断されたデータを含む L1 キャッシュをプリロード
します。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
[KTI プリフェッチ（KTI Prefetch）] ド プロセッサが KTI プリフェッチ メカニズムを使用して日
ロップダウン リスト
付を KTI にフェッチするかどうか。次のいずれかになり
ます。
• [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。
• [enabled][有効（Enabled）]：KTI Prefetcherで最も関
連性が高いと判断されたデータを含むL1キャッシュ
をプリロードします。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。
[LLC プリフェッチ（LLC Prefetch）]
ドロップダウン リスト

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][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。
• [enabled][有効（Enabled）]：LLC Prefetcherで最も関
連性が高いと判断されたデータを含むL1キャッシュ
をプリロードします。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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名前

説明

[XPT プリフェッチ（XPT Prefetch）]
ドロップダウン リスト

プロセッサが XPT プリフェッチ メカニズムを使用して
日付を XPT にフェッチするかどうか。次のいずれかにな
ります。
• [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。
• [enabled][有効（Enabled）]：XPT Prefetcherで最も関
連性が高いと判断されたデータを含むL1キャッシュ
をプリロードします。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。

[ダイレクト キャッシュ アクセス
（Direct Cache Access）]
set direct-cache-access-config access

プロセッサで、データを I/O デバイスから直接プロセッ
サ キャッシュに入れることにより、I/O パフォーマンス
を向上させることができます。この設定はキャッシュ ミ
スを減らすのに役立ちます。次のいずれかになります。
• [auto][自動（Auto）]：CPU は、I/Oデバイスからプ
ロセッサ キャッシュにデータを配置する方法を決定
します。
• [disabled][無効（Disabled）]：データは I/Oデバイス
から直接プロセッサ キャッシュには入れられませ
ん。
• [enabled][有効（Enabled）]：データは I/Oデバイス
から直接プロセッサ キャッシュに入れられます。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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名前

説明

[プロセッサ C ステート（Processor C
State）]

アイドル期間中にシステムが省電力モードに入ることが
できるかどうか。次のいずれかになります。

set processor-c-state-config c-state

• [disabled][無効（Disabled）]：システムは、アイドル
時にも高パフォーマンス状態を維持します。
• [enabled][有効（Enabled）]：システムは DIMMや
CPU などのシステム コンポーネントへの電力を低
減できます。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
OS がこの機能をサポートするかどうかについては、OS
のベンダーに問い合わせることを推奨します。

[プロセッサ C1E（Processor C1E）]
set processor-c1e-config c1e

C1 に入ってプロセッサが最低周波数に遷移できるように
します。この設定は、サーバをリブートするまで有効に
なりません。次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：CPU はC1 状態でも引
き続き最大周波数で動作します。
• [enabled][有効（Enabled）]：CPU は最小周波数に移
行します。 このオプションでは、C1 状態での最大
電力量が削減されます。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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名前

説明

[プロセッサ C3 レポート（Processor C3 プロセッサから OS に C3 レポートを送信するかどうか。
Report）]
次のいずれかになります。
set processor-c3-report-config
processor-c3-report

• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサから C3レ
ポートを OS に送信します。
• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサから C3レ
ポートを送信しません。
• [acpi-c2][ACPI C2]：プロセッサから
AdvancedConfiguration and Power Interface（ACPI）
C2 フォーマットを使用して C3 レポートを送信しま
す。
• [acpi-c3][ACPI C3]：プロセッサから ACPIC3 フォー
マットを使用して C3 レポートを送信します。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
Cisco UCS B440 Server の場合、[BIOS 設定（BIOS Setup）]
メニューでこれらのオプションに対して[有効（Enabled）]
と [無効（disabled）] が使用されます。[acpi-c2] または
[acpi-c2] を指定すると、このサーバではそのオプション
の BIOS 値に [有効（Enabled）] が設定されます。

[プロセッサ C6 レポート（Processor C6 プロセッサから OS に C6 レポートを送信するかどうか。
Report）]
次のいずれかになります。
set processor-c6-report-config
processor-c6-report

• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサから C6レ
ポートを送信しません。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサから C6レ
ポートを送信します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。
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名前

説明

[プロセッサ C7 レポート（Processor C7 プロセッサから OS に C7 レポートを送信するかどうか。
Report）] ドロップダウン リスト
次のいずれかになります。
set processor-c7-report-config
processor-c7-report

• [c7][C7]：
• [c7s][C7s]：プロセッサから C7sフォーマットを使用
して C7 レポートを送信します。
• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサから C7レ
ポートを送信しません。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサから C7レ
ポートを送信します。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。

[プロセッサ CMCI（Processor CMCI）] CMCIの生成を有効にします。次のいずれかになります。
ドロップダウン リスト
• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサは CMCIを
無効にします。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサは CMCIを
有効にします。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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名前

説明

[CPU パフォーマンス（CPU
Performance）]

サーバの 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。

set cpu-performance-config
cpu-performance

• [カスタム（Custom）]：
• [enterprise][エンタープライズ（Enterprise）]：M3 以
降のサーバに対して、すべてのプリフェッチャと
データの再利用がイネーブルになります。M1 およ
び M2 サーバについては、データの再利用と DCU
IP プリフェッチャは有効になり、他のすべてのプリ
フェッチャは無効になります。
• [high-throughput][高スループット（High
Throughput）]：データの再利用と DCUIP プリフェッ
チャはイネーブルになり、他のすべてのプリフェッ
チャはディセーブルになります。
• [hpc][HPC]：プリフェッチャはすべてイネーブルに
なり、データの再利用はディセーブルになります。
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。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。

[最大変数 MTRR 設定（Max Variable
MTRR Setting）]
set max-variable-mtrr-setting-config
processor-mtrr

平均修復時間（MTRR）変数の数を選択できます。次の
いずれかになります。
• [auto-max][自動最大（Auto Max）]：BIOSはプロセッ
サのデフォルト値を使用します。
• [8]：BIOS は MTRR 変数に指定された数を使用しま
す。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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説明

[ローカル X2 APIC（Local X2 APIC）] Application Policy Infrastructure Controller（APIC）アーキ
テクチャ タイプを設定できます。次のいずれかになりま
set local-x2-apic-config localx2-apic
す。
• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサがローカル
X2APIC を無効にします。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサがローカル
X2APIC を有効にします。
• [xapic][XAPIC]：標準の xAPICアーキテクチャを使
用します。
• [x2apic][X2APIC]：拡張 x2APICアーキテクチャを使
用してプロセッサの 32 ビット アドレス指定能力を
サポートします。
• [auto][自動（Auto）]：検出された xAPICアーキテク
チャを自動的に使用します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。
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[電源技術（Power Technology）]

次のオプションの CPU 電源管理設定を指定できます。

set processor-energy-config
cpu-power-management

• Enhanced Intel Speedstep Technology
• Intel Turbo Boost Technology
• Processor Power State C6
[Power Technology] は次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：サーバで CPU電源管
理は実行されず、前述の BIOS パラメータの設定が
無視されます。
• [Energy_Efficient]：前述の BIOS パラメータに最適
な設定が決定され、これらのパラメータの個々の設
定は無視されます。
• [performance][パフォーマンス（Performance）]：サー
バは前述の BIOSパラメータのパフォーマンスを自
動的に最適化します。
• [custom][カスタム（Custom）]：サーバは前述の BIOS
パラメータの個々の設定を使用します。これらの
BIOS パラメータのいずれかを変更する場合は、こ
のオプションを選択する必要があります。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
253

サーバ関連ポリシーの設定
サーバ BIOS 設定

名前

説明

[エネルギー パフォーマンス（Energy
Performance）]

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。

set processor-energy-config
energy-performance

• [performance][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。
• [balanced-performance][バランスのとれたパフォーマ
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。
• [balanced-energy][バランスのとれたエネルギー
（Balanced Energy）]：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。
• [energy-efficient][エネルギー効率（Energy
Efficient）]：サーバは、すべてのサーバコンポーネ
ントに提供する電力を少なくし、電力消費を抑えま
す。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。
（注）
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[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。
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名前

説明

[周波数フロア オーバーライド
（Frequency Floor Override）]

アイドル時に、CPU がターボを除く最大周波数よりも低
い周波数にできるようにするかどうか。次のいずれかに
なります。

set frequency-floor-override-config
cpu-frequency

• [disabled][無効（Disabled）]：アイドル中に CPUを
ターボを除く最大周波数よりも低くできます。この
オプションでは電力消費が低下しますが、システム
パフォーマンスが低下する可能性があります。
• [enabled][有効（Enabled）]：アイドル状態のときに
CPUを最大非ターボ周波数よりも低くできません。
このオプションではシステム パフォーマンスが向上
しますが、消費電力が増加することがあります。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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[P-STATE 調整（P-STATE
Coordination）]

BIOS がオペレーティング システムに P-state サポート モ
デルを通信する方法を定義できます。Advanced
Configuration and Power Interface（ACPI）仕様で定義され
る 3 つのモデルがあります。

set p-state-coordination-config p-state

• [hw-all][HW すべて（HW ALL）]：プロセッサハー
ドウェアが、依存性のある論理プロセッサ（パッ
ケージ内のすべての論理プロセッサ）間の P-state を
調整します。
• [sw-all][SW すべて（SW ALL）]：OSPower Manager
（OSPM）が、依存性のある論理プロセッサ（物理
パッケージ内のすべての論理プロセッサ）間の
P-state を調整します。すべての論理プロセッサで遷
移を開始する必要があります。
• [sw-any][SW 任意（SW ANY）]：OSPower Manager
（OSPM）が、依存性のある論理プロセッサ（パッ
ケージ内のすべての論理プロセッサ）間の P-state を
調整します。ドメイン内の任意の論理プロセッサで
遷移を開始する場合があります。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
（注）
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名前

説明

[DRAM クロック スロットリング
（DRAM Clock Throttling）]

メモリ帯域幅と消費電力に関してシステム設定を調整で
きます。次のいずれかになります。

set dram-clock-throttling-config
dram-clock-throttling

• [auto][自動（Auto）]：CPU が DRAMクロック スロッ
トリング設定を決定します。
• [balanced][平均化（Balanced）]：DRAM クロックス
ロットリングを低下させ、パフォーマンスと電力の
バランスをとります。
• [performance][パフォーマンス（Performance）]：
DRAM クロックスロットリングはディセーブルで
す。追加の電力をかけてメモリ帯域幅を増やしま
す。
• Energy_Efficient：DRAM のクロック スロットリン
グを上げてエネルギー効率を向上させます。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。

[チャネル インターリーブ（Channel
Interleaving）]

CPU がメモリ ブロックを分割して、データの隣接部分を
インターリーブされたチャネル間に分散し、同時読み取
set interleave-config channel-interleave り動作を有効にするかどうか。次のいずれかになりま
す。
• [auto][自動（Auto）]：実行するインターリーブは
CPUによって決定されます。
• [1-way][1 方向（1 Way）]：
• [2-way][2 方向（2 Way）]：
• [3-way][3 方向（3 Way）]：
• [4-way][4-way]：最大量のチャネル インターリーブ
が使用されます。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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説明

[ランク インターリーブ（Rank
Interleaving）]

1 つのランクを更新中に別のランクにアクセスできるよ
う、CPU がメモリの物理ランクをインターリーブするか
どうか。次のいずれかになります。

set interleave-config rank-interleave

• [auto][自動（Auto）]：実行するインターリーブは
CPUによって決定されます。
• [1-way][1 方向（1 Way）]：
• [2-way][2 方向（2 Way）]：
• [4-way][4-way]
• [8-way][8 方向（8 Way）]：最大量のランクインター
リーブが使用されます。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
[サブ NUMA クラスタリング（Sub
NUMA Clustering）] ドロップダウンリ
スト

• [disabled][無効（Disabled）]：
• [enabled][有効（Enabled）]：
• [プラットフォームのデフォルト
（PlatformDefault）][platform-default]：

[メモリ インターリーブ（Memory
Interleaving）]

メモリの更新中に別のメモリにアクセスできるように、
CPU が物理メモリをインターリーブするかどうか。次の
set interleave-config memory-interleave いずれかになります。
• [2-way-node-interleave][2 方向ノード インターリーブ
（2 WayNode Interleave）]：
• [4-way-node-interleave][4 方向ノード インターリーブ
（4 WayNode Interleave）]
• numa-1-way-node-interleave
• [8-way-node-interleave][8 方向インターリーブ ソケッ
ト間（8 Wayinterleaving Inter Socket）]
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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説明

[デマンド スクラブ（Demand Scrub）] CPU または I/O が読み取りを要求した場合に検出された
set scrub-policies-config demand-scrub 1 ビットのメモリ エラーを、システムが修正するかどう
か。次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：1 ビットメモリ エラー
は修正されません。
• [enabled][有効（Enabled）]：1 ビットメモリ エラー
がメモリ内部で修正され、修正されたデータが、読
み取り要求への応答として設定されます。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
[パトロール スクラブ（Patrol Scrub）] システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ
ト メモリ エラーをアクティブに探して訂正するかどう
set scrub-policies-config patrol-scrub
か。次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：CPU がメモリアドレ
スの読み取りまたは書き込みを行うときのみ、シス
テムはメモリの ECC エラーをチェックします。
• [enabled][有効（Enabled）]：システムは定期的にメ
モリを読み書きして ECCエラーを探します。エラー
が見つかると、システムは修正を試みます。このオ
プションにより、単一ビット エラーは複数ビット
エラーになる前に修正される場合がありますが、パ
トロール スクラブの実行時にパフォーマンスが低下
する場合もあります。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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名前

説明

[高度（Altitude）]

物理サーバが設置されているおおよその海抜（m）。次
のいずれかになります。

set altitude altitude-config

• [auto][自動（Auto）]：物理的な高度を CPUが決定し
ます。
• [300-m][300 M]：サーバは、海抜約300 m です。
• [900-m][900 M]：サーバは、海抜約900 m です。
• [1500-m][1500 M]：サーバは、海抜約1500 m です。
• [3000-m][3000 M]：サーバは、海抜約3000 m です。
• platform-default：BIOS は、サーバ タイプとベンダー
を決める際に、BIOS デフォルト値に含まれるこの
属性値を使用します。
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名前

説明

[パッケージの C ステートの制限
（Package C State Limit）]
set package-c-state-limit-config
package-c-state-limit
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名前

説明
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。
• [auto][自動（Auto）]：物理的な高度を CPUが決定し
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。
• [c0][C0]：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。
• [c1][C1]：CPU がアイドル状態の場合、システムは、
わずかに電力消費を削減します。このオプションで
は、必要な電力が C0 よりも少なく、サーバはすば
やくハイ パフォーマンス モードに戻ることができ
ます。
• [c3][C3]：CPU のアイドル時に、システムはC1 オプ
ションの場合よりもさらに電力消費を減らします。
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][C6]：CPU のアイドル時に、システムはC3 オプ
ションの場合よりもさらに電力消費を減らします。
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。
• [c2][C2]：CPU のアイドル時に、システムはC1 オプ
ションの場合よりもさらに電力消費を減らします。
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。
• [c7][C7]：CPU のアイドル時に、サーバはコンポー
ネントが使用できる電力量を最小にします。このオ
プションでは、節約される電力量が最大になります
が、サーバがハイ パフォーマンス モードに戻るの
に要する時間も最も長くなります。
• [c7s][C7s]：CPU のアイドル時に、サーバはコンポー
ネントが使用できる電力量を最小にします。このオ
プションでは、C7 よりも多い電力を節約できます
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名前

説明
が、サーバがハイ パフォーマンス モードに戻るの
に要する時間も最も長くなります。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。

[CPU ハードウェアの電源管理（CPU プロセッサの Hardware Power Management（HWPM）を
Hardware Power Management）] ドロッ 有効にします。次のいずれかになります。
プダウンリスト
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
set
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
cpu-hardware-power-management-config
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
cpu-hardware-power-management
まれるこの属性値を使用します。
• [disabled][無効（Disabled）]：HWPM がディセーブ
ルになります。
• [hwpm-native-mode][HWPM ネイティブ モード
（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 モード（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。
• [レガシーなしのネイティブ モード（Native Mode
with no Legacy）]（GUI のみ）
[エネルギー パフォーマンスの調整
BIOS または OS によってエネルギー パフォーマンスの
（Energy Performance Tuning）] ドロッ バイアス調整をオンにできるかどうかを指定します。オ
プダウン リスト
プションは [BIOS] と [OS] です。
set power-performance-tuning-support
power-performance-tuning-config

• [bios][BIOS]：
• [os][OS]：
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。
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名前

説明

[ワークロード設定（Workload
Configuration）] 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 [平衡化（Balanced）] と [I/O に依存
（I/O Sensitive）] です。
• [balanced][平衡化（Balanced）]：
• [io-sensitive][I/O に依存（IO Sensitive）]：
• [NUMA]：（GUI のみ）
• [UMA]：（GUI のみ）
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーを決める際に、BIOS デフォルト値に含
まれるこの属性値を使用します。
[バランス（Balanced）] を使用することを推奨します。

Intel Directed I/O BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できる Intel Directed I/O BIOS
設定の一覧を示します。
名前

説明

[ダイレクト IO 向け Intel VT（Intel VT Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
for directed IO）]
プロセッサで使用するかどうか。次のいずれかになりま
す。
set intel-vt-directed-io-config vtd
• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサで仮想化テ
クノロジーを使用しません。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサで仮想化テ
クノロジーを使用します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
（注）
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[Intel VTD 割り込み再マッピング（Intel プロセッサで Intel VT-d Interrupt Remapping をサポートす
VTD interrupt Remapping）]
るかどうか。次のいずれかになります。
set intel-vt-directed-io-config
interrupt-remapping

• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサが再マッピ
ングをサポートしません。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサが必要に応
じて VT-d割り込み再マッピングを使用します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

[Intel VTD Coherency サポート（Intel
VTD coherency support）]
set intel-vt-directed-io-config
coherency-support

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][無効（Disabled）]：プロセッサがコヒーレ
ンシをサポートしません。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサが必要に応
じて VT-d Coherencyを使用します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

[Intel VTD ATS サポート（Intel VTD
ATS support）]

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
set intel-vt-directed-io-config ats-support ます。
• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサが ATSを
サポートしません。
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサが必要に応
じて VT-d ATSを使用します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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[Intel VTD パススルー DMA のサポー プロセッサで Intel VT-d Pass-through DMA をサポートす
ト（Intel VTD pass through DMA
るかどうか。次のいずれかになります。
support）]
• [disabled][無効（Disabled）]：プロセッサがパスス
set intel-vt-directed-io-config
ルー DMAをサポートしません。
passthrough-dma
• [enabled][有効（Enabled）]：プロセッサが必要に応
じて VT-dパススルー DMA を使用します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

RAS メモリの BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できる RAS メモリの BIOS 設
定の一覧を示します。
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[メモリ RAS 設定（Memory RAS
configuration）]

サーバに対するメモリの Reliability, Availability, and
Serviceability（RAS）の設定方法。次のいずれかになり
ます。

set memory-ras-config ras-config

• [maximum-performance][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。
• [mirroring][ミラーリング（Mirroring）]：システムの
メモリの半分をバックアップとして使用することに
より、システムの信頼性が最適化されます。
• [lockstep][ロックステップ（Lockstep）]：サーバ内
の DIMMペアが、同一のタイプ、サイズ、および構
成を持ち、SMI チャネルにまたがって装着されてい
る場合、ロックステップ モードをイネーブルにし
て、メモリ アクセス遅延の最小化およびパフォーマ
ンスの向上を実現できます。B440 サーバでは [ロッ
クステップ（Lockstep）] がデフォルトで有効です。
• [ミラー モード 1LM（Mirror Mode 1LM）]：このモー
ドは M5 サーバでデフォルトで有効になっていま
す。
• [sparing][スペアリング（Sparing）]：システムの信
頼性は、他の DIMMが故障した場合に使用できるよ
うに、メモリを予備に保持することによって最適化
されます。このモードは、メモリの冗長性を実現し
ますが、ミラーリングほどの冗長性は提供されませ
ん。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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[NUMA 最適化（NUMA optimized）]

BIOS で NUMA をサポートするかどうか。次のいずれか
になります。

set numa-config numa-optimization

• [disabled][無効（Disabled）]：BIOS でNUMA をサ
ポートしません。
• [enabled][有効（Enabled）]：NUMA に対応したオペ
レーティング システムに必要なACPI テーブルを
BIOS に含めます。このオプションを有効にした場
合は、一部のプラットフォームでシステムのソケッ
ト間メモリ インターリーブを無効にする必要があり
ます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[ミラーリング モード（Mirroring
Mode）]
set memory-mirroring-mode
mirroring-mode

メモリ ミラーリングは、メモリに 2 個の同じデータ イ
メージを保存することにより、システムの信頼性を向上
します。
このオプションは、[メモリ RAS 設定（Memory RAS
Config）] で [ミラーリング（mirroring）] オプションを選
択したときのみ使用可能です。次のいずれかを設定でき
ます。
• [inter-socket][ソケット間（Inter-Socket）]：メモリ
は、CPU ソケットをまたいで2 台の Integrated
Memory Controller（IMC）間でミラーリングされま
す。
• [intra-socket][ソケット内（Intra-Socket）]：1 台のIMC
が同じソケットの別の IMC とミラーリングされま
す。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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名前

説明

[スペア モード（Sparing Mode）]

スペアリングはメモリを予備に保持することで信頼性を
set memory-sparing-mode sparing-mode 最適化し、別の DIMM の障害発生時に使用できるように
します。このオプションは、メモリの冗長性を実現しま
すが、ミラーリングほどの冗長性は提供されません。使
用可能なスペアリングのモードは、現在のメモリの数に
よって異なります。
このオプションは、[メモリ RAS 設定（Memory RAS
Config）] で [スペアリング（sparing）] オプションを選択
したときのみ使用可能です。次のいずれかを設定できま
す。
• [dimm-sparing][DIMM スペアリング
（DIMMSparing）]：1 枚の DIMM が予備に保持さ
れます。DIMM に障害が発生すると、その DIMM
の内容はスペア DIMM に移されます。
• [rank-sparing][ランク スペアリング（RankSparing）]：
DIMM のスペア ランクが予備に保持されます。あ
るランクの DIMM に障害が発生した場合、そのラ
ンクの内容がスペア ランクに移されます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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名前

説明

[LV DDR モード（LV DDR Mode）]

低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで優
set lv-dimm-support-config lv-ddr-mode 先するか。次のいずれかになります。
• [auto][自動（Auto）]：CPU が、低電圧メモリ動作ま
たは高周波メモリ動作のどちらを優先するかを決定
します。
• [power-saving-mode][省電力モード（Power
SavingMode）]：低電圧メモリ動作が高周波メモリ
動作よりも優先されます。このモードでは、電圧を
低く維持するために、メモリの周波数が低下する可
能性があります。
• [performance-mode][パフォーマンス モード
（PerformanceMode）]：高周波動作が低電圧動作よ
りも優先されます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[DRAM リフレッシュ レート（DRAM 内部メモリ用の更新間隔レート。次のいずれかになりま
Refresh Rate）]
す。
set dram-refresh-rate-config
dram-refresh

• 1x
• 2x
• 3x
• 4x
• [auto][自動（Auto）]
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
270

サーバ関連ポリシーの設定
サーバ BIOS 設定

名前

説明

[DDR3 電圧選択（DDR3 Voltage
Selection）]

デュアル電圧 RAM に使用される電圧。次のいずれかに
なります。

set ddr3-voltage-config ddr3-voltage

• [ddr3-1500mv][DDR3-1500mv]
• [ddr3-1350mv][DDR3-1350mv]
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

シリアル ポートの BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できるシリアル ポートの BIOS
設定の一覧を示します。
名前

説明

[シリアル ポート A の有効化（Serial
port A enable）]

シリアル ポート A が有効か無効か。次のいずれかになり
ます。

set serial-port-a-config serial-port-a

• [disabled][無効（Disabled）]：シリアル ポートはディ
セーブルです。
• [enabled][有効（Enabled）]：シリアル ポートはイ
ネーブルです。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

USB の BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できる USB BIOS 設定の一覧
を示します。
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[名前（Name）]

説明

[デバイスをブート不能にする（Make サーバが USB デバイスからブートできるかどうか。次の
Device Non Bootable）]
いずれかになります。
set usb-boot-config
make-device-non-bootable

• [disabled][無効（Disabled）]：サーバは USBデバイ
スからブートできます。
• [enabled][有効（Enabled）]：サーバは USBデバイス
からブートできません。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

[レガシー USB サポート（Legacy USB システムでレガシー USB デバイスをサポートするかどう
Support）]
か。次のいずれかになります。
set usb-boot-config legacy-support

• [disabled][無効（Disabled）]：USB デバイスは、EFI
アプリケーションでのみ使用できます。
• [enabled][有効（Enabled）]：レガシー USBのサポー
トは常に使用できます。
• [auto][自動（Auto）]：USB デバイスが接続されてい
ない場合、レガシーUSB のサポートがディセーブル
になります。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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[名前（Name）]

説明

[USBアイドル電源の最適化設定（USB USB EHCI のアイドル時電力消費を減らすために USB ア
Idle Power Optimizing Setting）]
イドル電源の最適化設定を使用するかどうか。この設定
で選択した値によって、パフォーマンスが影響を受ける
set
usb-system-idle-power-optimizing-setting-config ことがあります。次のいずれかになります。
usb-idle-power-optimizing
• [high-performance][高パフォーマンス
（HighPerformance）]：最適なパフォーマンスを電
力節約より優先するため、USB システムのアイドル
時電力最適化設定はディセーブルにされます。
このオプションを選択すると、パフォーマンスが大
幅に向上します。サイトにサーバの電源制限がない
場合はこのオプションを選択することを推奨しま
す。
• [lower-idle-power][アイドル時低消費電力（Lower
IdlePower）]：電力節約を最適なパフォーマンスよ
り優先するため、USB システムのアイドル時電力最
適化設定はイネーブルにされます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[USB 前面パネル アクセス ロック
（USB Front Panel Access Lock）]
set usb-front-panel-access-lock-config
usb-front-panel-lock

USB 前面パネル アクセス ロックは、USB ポートへの前
面パネル アクセスをイネーブルまたはディセーブルにす
るために設定されます。次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]
• [enabled][有効（Enabled）]
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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[名前（Name）]

説明

[Port 60/64 エミュレーション（64
Emulation）]

完全な USB キーボード レガシー サポートのために
60h/64h エミュレーションをシステムでサポートするか
どうか。次のいずれかになります。

set usb-port-config usb-emulation

• [disabled][無効（Disabled）]：60h/64 エミュレーショ
ンはサポートされません。
• [enabled][有効（Enabled）]：60h/64 エミュレーショ
ンはサポートされます。
サーバで USB 非対応オペレーティング システムを
使用する場合は、このオプションを選択する必要が
あります。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[USB ポート前面（USB Port Front）]
set usb-port-config usb-front

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。
• [disabled][無効（Disabled）]：前面パネルの USBポー
トをディセーブルにします。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。
• [enabled][有効（Enabled）]：前面パネルの USBポー
トをイネーブルにします。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。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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[名前（Name）]

説明

[USB ポート内部（USB Port Internal）] 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。
set usb-port-config usb-internal
• [disabled][無効（Disabled）]：内部 USBポートをディ
セーブルにします。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。
• [enabled][有効（Enabled）]：内部 USBポートをイ
ネーブルにします。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。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[USB ポート KVM（USB Port KVM）] KVMポートが有効か無効か。次のいずれかになります。
set usb-port-config usb-kvm

• [disabled][無効（Disabled）]：KVM キーボードとマ
ウスデバイスをディセーブルにします。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。
• [enabled][有効（Enabled）]：KVM キーボードとマ
ウスデバイスをイネーブルにします。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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[名前（Name）]

説明

[USB ポート背面（USB Port Rear）]

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。

set usb-port-config usb-rear

• [disabled][無効（Disabled）]：背面パネルの USBポー
トをディセーブルにします。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。
• [enabled][有効（Enabled）]：背面パネルの USBポー
トをイネーブルにします。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。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[USB ポート SD カード（USB Port SD SD カード ドライブが有効か無効か。次のいずれかにな
Card）]
ります。
set usb-port-config usb-sdcard

• [disabled][無効（Disabled）]：SD カードドライブを
ディセーブルにします。SD カード ドライブは、
BIOS およびオペレーティング システムによって検
出されません。
• [enabled][有効（Enabled）]：SD カードドライブをイ
ネーブルにします。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

[USB ポート VMedia（USB Port
VMedia）]
set usb-port-config usb-vmedia

仮想メディア デバイスが有効か無効か。次のいずれかに
なります。
• [disabled][無効（Disabled）]：vMedia デバイスをディ
セーブルにします。
• [enabled][有効（Enabled）]：vMedia デバイスをイ
ネーブルにします。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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[名前（Name）]

説明

[すべての USB デバイス（All USB
Devices）] ドロップダウンリスト

すべての物理および仮想 USB デバイスが有効であるか、
無効であるか。次のいずれかになります。

set all-usb-devices-config all-usb

• [disabled][無効（Disabled）]：すべての USBデバイ
スがディセーブルです。
• [enabled][有効（Enabled）]：すべての USBデバイス
がイネーブルです。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

[xHCI モード（xHCI Mode）]
set usb-configuration-select-config
xhci-enable-disable

xHCI モードを有効または無効にします。次のいずれかに
なります。
• [disabled][無効（Disabled）]：xHCI モードは無効に
なります。
• [enabled][有効（Enabled）]：xHCI モードは有効で
す。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

PCI 設定の BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できる PCI 設定の BIOS 設定
の一覧を示します。
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名前

説明

[4GB 未満の最大メモリ（Maximum
memory below 4GB）]

PAE サポートなしで動作しているオペレーティング シス
テムのメモリ使用率を、BIOS がシステム設定に応じて
4GB 以下で最大化するかどうか。次のいずれかになりま
す。

set max-memory-below-4gb-config
max-memory

• [disabled][無効（Disabled）]：メモリ使用率を最大化
しません。 PAE をサポートするオペレーティング
システムすべてにこのオプションを選択します。
• [enabled][有効（Enabled）]：PAE をサポートしない
オペレーティングシステムについて 4GB 未満でメ
モリ使用率を最大化します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[4GB 超のメモリ マップ式 IO（Memory 64 ビット PCI デバイスの 4 GB 以上のアドレス空間に対
mapped IO above 4GB）]
するメモリ マップド I/O を有効にするか、無効にする
set memory-mapped-io-above-4gb-config か。レガシーなオプション ROM は 4 GB を超えるアドレ
スにアクセスできません。PCI デバイスが 64 ビット対応
memory-mapped-io
でも、レガシーなオプション ROM を使用する場合は、
この設定を有効にしても正しく機能しない場合がありま
す。次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：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][有効（Enabled）]：64 ビット PCIデバイス
の I/O を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングし
ます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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名前

説明

[VGA 優先順位（VGA Priority）]

システムに複数の VGA デバイスがある場合は、VGA グ
ラフィックス デバイスのプライオリティを設定できま
す。次のいずれかになります。

set vga-priority-config vga-priority

• [onboard][オンボード（Onboard）]：プライオリティ
がオンボード VGAデバイスに与えられます。BIOS
ポスト画面および OS ブートはオンボード VGA ポー
ト経由で駆動されます。
• [offboard][オフボード（Offboard）]：プライオリティ
が PCIEグラフィックス アダプタに与えられます。
BIOS ポスト画面および OS ブートは外部グラフィッ
クス アダプタ ポート経由で駆動されます。
• [onboard-vga-disabled][オンボード VGA の無効化
（Onboard VGA Disabled）]：PCIEグラフィック ア
ダプタが優先され、オンボード VGA デバイスが無
効になります。
（注）

オンボード VGA が無効の場合、vKVM は
機能しません。

• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
（注）

Cisco UCS B シリーズ サーバでは、オンボード
VGA デバイスのみがサポートされます。

[ASPM サポート（ASPM Support）]

BIOS での ASPM（アクティブ電源状態管理）サポート
set aspm-support-config aspm-support のレベルを設定できます。次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：ASPM サポートは、
BIOSでディセーブルです。
• [auto][自動（Auto）]：電力状態を CPUが決定しま
す。
• [forcel0][L0 の強制（ForceL0）]：すべてのリンクを
強制的に L0スタンバイ（L0s）状態にします。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
279

サーバ関連ポリシーの設定
サーバ BIOS 設定

QPI の BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できる QPI BIOS 設定の一覧
を示します。
名前

説明

[QPI リンク周波数選択（QPI
Link Frequency Select）]

メガトランスファー/秒（MT/s）単位での Intel QuickPath
Interconnect（QPI）リンク周波数。次のいずれかになります。

set
qpi-link-frequency-select-config
qpi-link-freqency-mt-per-sec

• [6400][6.4 GT/s]
• [7200][7.2 GT/s]
• [8000][8.0 GT/s]
• [9600][9.6 GT/s]
• [auto][自動（Auto）]：QPI リンク周波数がCPU によって決
定されます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベン
ダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用
します。
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名前

説明

[QPI スヌープ モード（QPI
Snoop Mode）]

次のいずれかになります。

set qpi-snoop-mode
vpqpisnoopmode

• [home-snoop][ホーム スヌープ（Home Snoop）]：スヌープ
は、常に、メモリコントローラのホーム エージェント（集
中型リング停止）によって起動されます。このモードは、
早期スヌープよりローカル遅延が多いですが、未処理トラ
ンザクションが増えた場合に予備のリソースを使用できま
す。
• [cluster-on-die][クラスタ オン ダイ（Cluster OnDie）]：この
モードは、コアが 10 以上のプロセッサでのみ使用できま
す。高度に NUMA 最適化されたワークロードに最適なモー
ドです。
• [home-directory-snoop-with-osb][OSB によるホーム ディレク
トリ スヌープ（Home DirectorySnoop with OSB）]
• [early-snoop][早期スヌープ（Early Snoop）]：分散キャッ
シュリング停止で、別のキャッシング エージェントにス
ヌープ プローブまたは要求を直接送信できます。このモー
ドは、遅延が少なく、スレッド全体でデータ セットを共有
しているためにキャッシュ間転送からメリットが得られる
ワークロードや NUMA 最適化されていないワークロード
に最適です。
• [auto][自動（Auto）]：QPI スヌープモードは CPU によっ
て決定されます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベン
ダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用
します。

LOM および PCIe スロットの BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できる USB BIOS 設定の一覧
を示します。
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名前

説明

[PCIe スロット SAS
オプション ROM が SAS ポートで使用できるかどうか。次のいずれかに
OptionROM（PCIe Slot なります。
SAS OptionROM）]
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
set
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
slot-option-rom-enable-config
pcie-sas
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
[PCIe スロット n リン
ク速度（PCIe Slot n
Link Speed）]
set
slot-link-speed-config
pcie-slotn-link-speed

このオプションを使用すると、PCIe スロット n に装着されているアダ
プタ カードの最大速度を制限できます。次のいずれかになります。
• [gen1]：最大 2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速度が許可
されます。
• [gen2]：最大 5GT/s までの速度が許可されます。
• [gen3]：最大 8GT/s までの速度が許可されます。
• [auto]：最高速度は自動的に設定されます。
• [disabled]：最大速度は制限されません。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

[PCIe スロット n
オプション ROM がポートで使用できるかどうか。次のいずれかになり
OptionROM（PCIe Slot ます。
n OptionROM）]
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
set
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
slot-option-rom-enable-configslotn-option-rom-enable
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
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名前

説明

[PCIe スロット HBA
オプション ROM が HBA ポートで使用できるかどうか。次のいずれか
OptionROM（PCIe Slot になります。
HBA OptionROM）]
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
set
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
slot-option-rom-enable-config
pcie-hba
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
[PCIe スロット MLOM オプション ROM が MLOM ポートで使用できるかどうか。次のいずれ
OptionROM（PCIe Slot かになります。
MLOM OptionROM）]
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
set
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
slot-option-rom-enable-config
pcie-mlom
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
[PCIe スロット N1
オプション ROM がポートで使用できるかどうか。次のいずれかになり
OptionROM（PCIe Slot ます。
N1 OptionROM）]
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
set
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
slot-option-rom-enable-config
pcie-n1
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
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名前

説明

[PCIe スロット N2
オプション ROM がポートで使用できるかどうか。次のいずれかになり
OptionROM（PCIe Slot ます。
N2 OptionROM）]
• [無効（Disabled）]：拡張スロットを使用できません。
set
• [有効（Enabled）]：拡張スロットを使用できます。
slot-option-rom-enable-config
pcie-n2
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

[PCIe 10G LOM 2 リン オプション ROM を 10G LOM ポートで使用できるかどうか。次のいず
ク（PCIe 10G LOM 2
れかになります。
Link）]
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
set lom-ports-config
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
pcie-lom2-link
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
PCI ROM CLP
set pci-rom-clp-support
pci-rom-clp-config

• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

SIOC1 オプション
ROM（SIOC1 Option
ROM）
set
sioc1-optionrom-config
sioc1-optionrom

• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
284

サーバ関連ポリシーの設定
サーバ BIOS 設定

名前
SIOC2 オプション
ROM（SIOC2 Option
ROM）
set
sioc2-optionrom-config
sioc2-optionrom

説明
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

SBMEZZ1 オプション
ROM（SBMEZZ1
Option ROM）
set
sbmezz1-optionrom-config
sbmezz1-optionrom

• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

IOESlot1 OptionROM
set
ioeslot1-optionrom-config
ioeslot1-optionrom

• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
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名前
IOEMEZZ 1 OptionROM
set
ioemezz1-optionrom-config
ioemezz1-optionrom

説明
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

IOE Slot2 Option ROM
set
ioeslot2-optionrom-config
ioeslot2-optionrom

• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

IO ENVME1 オプショ
ン ROM（IO ENVME1
Option ROM）
set
ioenvme1-optionrom-config
ioenvme1-optionrom

• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
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名前
IO ENVME2 オプショ
ン ROM（IO ENVME2
Option ROM）
set
ioenvme2-optionrom-config
ioenvme2-optionrom

説明
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]
：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

SBNVME1 オプション
ROM（SBNVME1
Option ROM）
set
sbnvme1-optionrom-config
sbnvme1-optionrom

• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

[PCIe スロット MRAID オプション ROM が MRAID ポートで使用できるかどうか。次のいずれ
OptionROM（PCIe Slot かになります。
MRAID OptionROM）]
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
ドロップダウン リスト
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
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名前

説明

PCIe スロット RAID
オプション ROM が RAID ポートで使用できるかどうか。次のいずれか
OptionROM（PCIe Slot になります。
RAID OptionROM）
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
PCIe スロット背面
オプション ROM が背面 NVME1 ポートで使用できるかどうか。次のい
Nvme1 OptionRom
ずれかになります。
（PCIe Slot Rear Nvme1
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
OptionRom）
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
PCIe スロット背面
オプション ROM が背面 NVME2 ポートで使用できるかどうか。次のい
Nvme2 OptionRom
ずれかになります。
（PCIe Slot Rear Nvme2
• [disabled]：拡張スロットを使用できません。
OptionRom）
• [enabled]：拡張スロットを使用できます。
• [uefi-only]：UEFI でのみ拡張スロットを使用できます。
• [legacy-only]：拡張スロットはレガシーでのみ使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
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名前

説明

背面 NVME1 リンク速 このオプションを使用すると、背面 PCIe スロット 1 に取り付けられた
度（Rear NVME1 Link NVME 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。
Speed）
• [gen1]：最大 2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速度が許可
されます。
• [gen2]：最大 5GT/s までの速度が許可されます。
• [gen3]：最大 8GT/s までの速度が許可されます。
• [auto]：最高速度は自動的に設定されます。
• [disabled]：最大速度は制限されません。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
背面 NVME2 リンク速 このオプションを使用すると、背面 PCIe スロット 2 に取り付けられた
度（Rear NVME2 Link NVME 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。
Speed）
• [gen1]：最大 2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速度が許可
されます。
• [gen2]：最大 5GT/s までの速度が許可されます。
• [gen3]：最大 8GT/s までの速度が許可されます。
• [auto]：最高速度は自動的に設定されます。
• [disabled]：最大速度は制限されません。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
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名前

説明

前面 NVME1 リンク速 このオプションでは、前面 PCIe スロット 1 に取り付けられた NVME
度（Front NVME1 Link カードの最高速度を制限できます。次のいずれかになります。
Speed）
• [gen1]：最大 2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速度が許可
されます。
• [gen2]：最大 5GT/s までの速度が許可されます。
• [gen3]：最大 8GT/s までの速度が許可されます。
• [auto]：最高速度は自動的に設定されます。
• [disabled]：最大速度は制限されません。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。
前面 NVME2 リンク速 このオプションでは、前面 PCIe スロット 2 に取り付けられた NVME
度（Front NVME2 Link カードの最高速度を制限できます。次のいずれかになります。
Speed）
• [gen1]：最大 2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速度が許可
されます。
• [gen2]：最大 5GT/s までの速度が許可されます。
• [gen3]：最大 8GT/s までの速度が許可されます。
• [auto]：最高速度は自動的に設定されます。
• [disabled]：最大速度は制限されません。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプとベンダーの
BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。

グラフィックス構成の BIOS 設定
次の表は、BIOS ポリシーまたはデフォルトの BIOS 設定を介して実行できるグラフィックス構成
の BIOS 設定を示しています。
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名前

説明

統合グラフィックス（Integrated
Graphics）

統合グラフィックスを有効にします。次のいずれかにな
ります。

set integrated-graphics-config
integrated-graphics

• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
• [enabled]：統合グラフィックスがイネーブルになり
ます。
• [disabled]：統合グラフィックスがディセーブルにな
ります。

統合グラフィックス アパーチュア サ 統合グラフィックス コントローラのマッピング メモリ
イズ（Integrated Graphics Aperture
のサイズを設定できます。次のいずれかになります。
Size）
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
set integrated-graphics-aperture-config
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
integrated-graphics-aperture
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
• [128mb]
• [256mb]
• [512mb]
• [1024mb]
• [2048mb]
• [4096mb]
オンボード グラフィックス（Onboard オンボード グラフィックス（KVM）を有効にします。
Graphics）
次のいずれかになります。
set onboard-graphics-config
onboard-graphics

• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
• [enabled]：オンボード グラフィックスがイネーブル
になります。
• [disabled]：オンボード グラフィックスがディセーブ
ルになります。
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ブート オプションの BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できるブート オプション BIOS
設定の一覧を示します。
名前

説明

[ブート オプションの再試行（Boot
Option Retry）]

BIOS でユーザ入力を待機せずに非 EFI ベースのブート
オプションを再試行するかどうか。次のいずれかになり
ます。

set boot-option-retry-config retry

• [無効（Disabled）]：ユーザ入力を待機してから非
EFI ベースのブート オプションを再試行します。
• [有効（Enabled）]：ユーザ入力を待機せずに非 EFI
ベースのブート オプションを継続的に再試行しま
す。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[SAS RAID]
set intel-entry-sas-raid-config sas-raid

Intel SAS Entry RAID モジュールが有効かどうか。次のい
ずれかになります。
• [無効（Disabled）]：Intel SAS Entry RAID モジュー
ルは無効です。
• [有効（Enabled）]：Intel SAS Entry RAID モジュー
ルが有効になります。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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名前

説明

[SAS RAID モジュール（SAS RAID
module）]

Intel SAS Entry RAID モジュールがどのように設定される
か。次のいずれかになります。

set intel-entry-sas-raid-config
sas-raid-module

• [it-ir-raid]：Intel IT/IR RAID を使用するよう RAID モ
ジュールを設定します。
• [intel-esrtii]：Intel Embedded Server RAID Technology
II を使用するよう RAID モジュールを設定します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

[オンボード SCU ストレージ サポート オンボード ソフトウェア RAID コントローラをサーバで
（Onboard SCU Storage Support）] ド 使用できるかどうか。次のいずれかになります。
ロップダウンリスト
• [無効（Disabled）]：ソフトウェア RAID コントロー
set onboard-sas-storage-config
ラを使用できません。
onboard-sas-ctrl
• [有効（Enabled）]：ソフトウェア RAID コントロー
ラを使用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[冷却時間(秒)（Cool Down Time (sec)）
Cool Down Time (sec)] ドロップダウン
リスト

• 15
• 45
• 90
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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名前
[再試行回数（Number of Retries）] ド
ロップダウン リスト

説明
• [infinite][無限（Infinite）]
• 13
•5
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

[P-SATA モード（P-SATA mode）] ド
ロップダウン リスト

• disabled：P-SATA モードは無効になります。
• lsi-sw-raid：.
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

[電源オン パスワード（Power On
Password）] ドロップダウン リスト

• [disabled][無効（Disabled）]：電源オン パスワード
は無効になります。
• [enabled][有効（Enabled）]：電源オンパスワードが
有効になります。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。

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

• [disabled][無効（Disabled）]：IPV6 PXEのサポート
は利用できません。
• [enabled][有効（Enabled）]：IPV6 PXEのサポートを
常に利用できます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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（注）

Cisco UCS Manager の BIOS パラメータ仮想化機能により、統合された一連のサービス プロファ
イルの BIOS 設定を実際の BIOS サポート パラメータにマッピングします。ただし、すべての
BIOS 設定項目がすべてのサーバ モデルやプラットフォームに適用できるわけではありませ
ん。カスタム BIOS ポリシーを作成し、[ブート オプションの再試行（Boot Option Retry）] を
選択したときに、ブート可能なオプションがない場合は、Cisco UCS B420 M3 または Cisco UCS
B420 M4 サーバのリブートは失敗し、Cisco UCS Manager は次のメッセージを表示します。「リ
ブートして適切なブート デバイスを選択するか、ブート メディアを選択したブート デバイス
に挿入し、任意のキーを押します（Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in
selected Boot device and press a key）」。ブート パスを修正した後には、手動でブート オプショ
ンを設定して、サーバが停電の後にリブートできるようにしておく必要があります。BIOS デ
フォルト サーバのポリシー、および BIOS オプションとそのデフォルト設定の詳細について
は、BIOS ポリシー, （303 ページ）およびサーバ BIOS 設定, （237 ページ）を参照してくださ
い。

サーバ管理 BIOS 設定
次の表に、BIOS ポリシーまたはデフォルト BIOS 設定を介して実行できるサーバ管理 BIOS 設定
の一覧を示します。
全般設定
名前

説明

[SERR 時の NMI の挿入（Assert NMI
on SERR）]

システム エラー（SERR）の発生時に、BIOS がマスク不
能割り込み（NMI）を生成し、エラーをログに記録する
かどうか。次のいずれかになります。

set assert-nmi-on-serr-config assertion

• [disabled][無効（Disabled）]：SERR の発生時に、
BIOSは NMI を生成することもエラーをログに記録
することもしません。
• [enabled][有効（Enabled）]：SERR の発生時に、BIOS
は NMI を生成し、エラーをログに記録します。
[PERR 時の NMI のアサート（Assert NMI on PERR）]
を有効にするには、この設定を有効にする必要があ
ります。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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名前

説明

[PERR 時の NMI の挿入（Assert NMI
on PERR）]

プロセッサ バス パリティ エラー（PERR）の発生時に、
BIOS がマスク不能割り込み（NMI）を生成し、エラーを
set assert-nmi-on-perr-config assertion ログに記録するかどうか。次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：PERR の発生時に、
BIOSは NMI を生成することもエラーをログに記録
することもしません。
• [enabled][有効（Enabled）]：PERR の発生時に、BIOS
は NMI を生成し、エラーをログに記録します。こ
の設定を使用するには、[SERR 時の NMI のアサー
ト（Assert NMI on SERR）] を有効にする必要があ
ります。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[OS ブート ウォッチドッグ タイマー
（OS Boot Watchdog Timer）]
set os-boot-watchdog-timer-config
os-boot-watchdog-timer

BIOS が定義済みのタイム アウト値を持つウォッチドッ
グ タイマーをプログラムするかどうか。タイマーが切れ
る前にオペレーティング システムのブートを完了しない
場合、CIMC はシステムをリセットし、エラーがログに
記録されます。次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：サーバのブートにかか
る時間のトラッキングにウォッチドッグ タイマーは
使用されません。
• [enabled][有効（Enabled）]：サーバのブートにかか
る時間をウォッチドッグ タイマーでトラッキングし
ます。 サーバが事前に定義した時間内にブートしな
い場合、CIMC はシステムをリセットし、エラーを
記録します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
この機能には、オペレーティング システムのサポートま
たは Intel 管理ソフトウェアが必要です。
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名前

説明

[OS ブート ウォッチドッグ タイマー
ポリシー（OS Boot Watchdog Timer
Policy）]

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。

set os-boot-watchdog-timer-policy-config
os-boot-watchdog-timer-policy

• [power-off][電源オフ（Power Off）]：OSブート中に
ウォッチドッグ タイマーが期限切れになった場合、
サーバは電源オフになります。
• [reset][リセット（Reset）]：OS のブート中にウォッ
チドッグタイマーが切れた場合、サーバはリセット
されます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
このオプションは、[OS ブート ウォッチドッグ タイマー
（OS Boot Watchdog Timer）] を有効にした場合にだけ利
用できます。

[OS ブート ウォッチドッグ タイマー BIOS でウォッチドッグ タイマーの設定に使用されるタ
タイムアウト（OS Boot Watchdog Timer イムアウト値。次のいずれかになります。
Timeout）]
• [5 分（5-minutes）]：ウォッチドッグ タイマーは OS
set
ブート開始から 5 分後に期限切れになります。
os-boot-watchdog-timer-timeout-config
• [10 分（10-minutes）]：ウォッチドッグ タイマーは
os-boot-watchdog-timer-timeout
OS ブート開始から 10 分後に期限切れになります。
• [15 分（15-minutes）]：ウォッチドッグ タイマーは
OS ブート開始から 15 分後に期限切れになります。
• [20 分（20-minutes）]：ウォッチドッグ タイマーは
OS ブート開始から 20 分後に期限切れになります。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
このオプションは、[OS ブート ウォッチドッグ タイマー
（OS Boot Watchdog Timer）] を有効にした場合にだけ利
用できます。
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名前

説明

[FRB-2 タイマー（FRB-2 Timer）]

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 FRB-2 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。

set frb-2-timer-config frb-2-timer

• [disabled][無効（Disabled）]：FRB-2 タイマーは使用
されません。
• [enabled][有効（Enabled）]：POST 中にFRB-2 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。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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コンソール リダイレクション設定
名前

説明

[コンソール リダイレクション
（Console redirection）]

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。
BIOS のブートが完了し、オペレーティング システムが
サーバを担当すると、コンソール リダイレクションは関
連がなくなり、無効になります。次のいずれかになりま
す。

set console-redir-config console-redir

• [disabled][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。
• [シリアル ポート A（serial-port-a）] または [COM0]
または [有効化（Enabled）]：POST 時のコンソール
リダイレクションに対してシリアル ポート A を有
効にします。このオプションはブレード サーバおよ
びラックマウント サーバに対して有効です。
• [シリアル ポート B（serial-port-b）] または [COM1]：
コンソールリダイレクションに対してシリアルポー
ト B を有効にして、サーバ管理タスクを実行できる
ようにします。このオプションは、ラックマウント
サーバでのみ有効です。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
（注）

このオプションを有効にする場合は、POST 中
に表示される Quiet Boot のロゴ画面も無効にし
ます。
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名前

説明

[フロー制御（Flow Control）]

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。

set console-redir-config flow-control

• [none][なし（None）]：フロー制御は使用されませ
ん。
• [rts-cts][RTS-CTS]：RTS/CTS がフロー制御に使用さ
れます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
（注）

[ボー レート（Baud rate）]
set console-redir-config baud-rate

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。

シリアル ポートの伝送速度として使用されるボー レー
ト。[コンソール リダイレクション（Console Redirection）]
を無効にした場合は、このオプションを使用できませ
ん。次のいずれかになります。
• [9600][9.6k]：9,600 ボーレートが使用されます。
• [19200][19.2k]：19,200 ボーレートが使用されます。
• [38400][38.4k]：38,400 ボーレートが使用されます。
• [57600][57.6k]：57,600 ボーレートが使用されます。
• [115200][115.2k]：115,200 ボーレートが使用されま
す。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
（注）
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名前

説明

[ターミナル タイプ（Terminal type）]

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。

set console-redir-config terminal-type

• [pc-ansi][PC-ANSI]：PC-ANSI 端末フォントが使用さ
れます。
• [vt100][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][VT100-PLUS]：サポートされている
vt100-pluビデオ端末とその文字セットが使用されま
す。
• [vt-utf8][VT-UTF8]：UTF-8 文字セットのビデオ端末
が使用されます。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケー
ション上の設定と一致している必要がありま
す。

[レガシー OS リダイレクション
（Legacy OS redirection）]

シリアル ポートでレガシーなオペレーティング システ
ム（DOS など）からのリダイレクションを有効にするか
set console-redir-config legacy-os-redir どうか。次のいずれかになります。
• [disabled][無効（Disabled）]：コンソール リダイレ
クションがイネーブルになっているシリアルポート
は、レガシーなオペレーティング システムから認識
されません。
• [enabled][有効（Enabled）]：コンソール リダイレク
ションがイネーブルになっているシリアルポートは
レガシー オペレーティング システムに表示されま
す。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
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名前

説明

[Putty キーパッド（Putty KeyPad）]

PuTTY ファンクション キーおよびテンキーの最上段の
キーのアクションを変更できます。次のいずれかになり
ます。

set console-redir-config
putty-function-keypad

• [vt100][VT100]：ファンクション キーによってESC
OP ～ ESC O[ を生成します。
• [linux][LINUX]：Linux 仮想コンソールを模倣しま
す。ファンクション キー F6 ～ F12 はデフォルト
モードと同様に動作しますが、F1 ～ F5 は ESC [[A
～ ESC [[E を生成します。
• [xtermr6][XTERMR6]：ファンクション キーF5 ～ F12
がデフォルト モードと同様に動作します。ファンク
ション キー F1 ～ F4 が ESC OP ～ ESC OS を生成し
ます。これはデジタル端末のキーパッドの上段に
よって生成されるシーケンスです。
• [sco][SCO]：ファンクション キーF1 ～ F12 が ESC
[M ～ ESC [X を生成します。ファンクションおよび
Shift キーが ESC [Y ～ ESC [j を生成します。Ctrl お
よびファンクション キーが ESC [k ～ ESC [v を生成
します。Shift、Ctrl およびファンクション キーが
ESC [w ～ ESC [{ を生成します。
• [escn][ESCN]：デフォルト モードです。ファンク
ション キーはデジタル端末の一般的な動作と一致し
ます。ファンクション キーが ESC [11~ や ESC [12~
などのシーケンスを生成します。
• [vt400][VT400]：ファンクション キーがデフォルト
モードと同様に動作します。テンキーの最上段の
キーが ESC OP ～ ESC OS を生成します。
• [プラットフォームのデフォルト（Platform
Default）][platform-default]：BIOSは、サーバ タイプ
とベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属
性の値を使用します。
[帯域外管理（Out of Band
Windows の Special Administration Control（SAC）で使用。
Management）] ドロップダウンリスト
[BIOS POST 後にリダイレクション
（Redirection After BIOS POST）] ド
ロップダウン リスト
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BIOS ポリシー
BIOS ポリシーは、サーバまたはサーバ グループに対する BIOS 設定値の指定を自動化するポリ
シーです。ルート組織内のすべてのサーバに対して使用可能なグローバル BIOS ポリシーを作成
するか、サブ組織の階層に対してだけ使用可能な BIOS ポリシーを作成できます。
BIOS ポリシーを使用するには、次の手順を実行します。
1 Cisco UCS Manager で BIOS ポリシーを作成します。
2 BIOS ポリシーを 1 つ以上のサービス プロファイルに割り当てます。
3 サービス プロファイルをサーバと関連付けます。
サービス プロファイルを関連付けるときに、Cisco UCS Manager は BIOS ポリシーの設定と一致す
るようにサーバの BIOS 設定を変更します。BIOS ポリシーを作成せず、BIOS ポリシーをサービ
ス プロファイルに割り当てていない場合は、サーバの BIOS 設定にそのサーバ プラットフォーム
のデフォルトが使用されます。

デフォルトの BIOS 設定
Cisco UCS Manager には、Cisco UCS がサポートするサーバの各タイプのための一連のデフォルト
BIOS 設定が含まれています。デフォルトの BIOS 設定は、ルート組織でのみ使用できるグローバ
ル設定です。Cisco UCS でサポートされている各サーバ プラットフォームには、一組のデフォル
トの BIOS 設定のみを適用できます。デフォルトの BIOS 設定は変更可能ですが、追加のセットは
作成できません。
デフォルト BIOS 設定の各セットは、サポートされている特定タイプのサーバ用にそれぞれ設計
されており、その特定タイプに属し、サービス プロファイルに BIOS ポリシーが含まれていない
サーバすべてに適用されます。
Cisco UCS 実装にサーバ特定の設定によって満たされない特定の要件がある場合を除き、Cisco
UCS ドメイン 内のサーバの各タイプ用に設計されたデフォルト BIOS 設定を使用することを推奨
します。
Cisco UCS Manager では、これらのサーバ プラットフォーム固有の BIOS 設定は次のように適用さ
れます。
• サーバに関連付けられるサービス プロファイルには、BIOS ポリシーが含まれません。
• BIOS ポリシーには、特定の設定に応じたプラットフォーム デフォルトのオプションが設定
されます。
Cisco UCS Manager によって提供されるデフォルトの BIOS 設定は変更できます。ただし、デフォ
ルトの BIOS 設定に対する変更は、その特定のタイプまたはプラットフォームに属するすべての
サーバに適用されます。特定のサーバの BIOS 設定だけを変更する場合は、BIOS ポリシーを使用
することを推奨します。
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BIOS ポリシーの作成
（注）

Cisco UCS Manager は、BIOS ポリシーまたはデフォルトの BIOS 設定による BIOS 設定の変更
を Cisco Integrated Management Controller（CIMC）バッファにプッシュします。これらの変更は
バッファ内にとどまり、サーバがリブートされるまでは有効になりません。
設定するサーバで BIOS 設定のサポートを確認することをお勧めします。RAS メモリのミラー
リング モードなどの一部の設定は、すべての Cisco UCS サーバでサポートされているわけで
はありません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織で組織モードを開始します。デ
フォルト組織モードを開始するには、/ を
org-name として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create bios-policy
policy-name

BIOS ポリシーを指定されたポリシー名で作
成し、組織 BIOS ポリシー モードを開始しま
す。

ステップ 3

BIOS 設定を設定します。

ステップ 4

UCS-A /org/bios-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例では、ルート組織下で BIOS ポリシーを作成し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create bios-policy biosPolicy3
UCS-A /org/bios-policy* # set numa-config numa-optimization enabled
UCS-A /org/bios-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/bios-policy #

BIOS デフォルトの変更
次の手順を使用して、UCS M4 以前のサーバの BIOS デフォルトを変更および設定することができ
ます。UCS M5 サーバで導入された新しい BIOS 設定は、この手順を使用して設定できません。
設定するサーバで BIOS 設定のサポートを確認することをお勧めします。RAS メモリのミラーリ
ング モードなどの一部の設定は、すべての Cisco UCS サーバでサポートされているわけではあり
ません。
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Cisco UCS 実装にサーバ特定の設定によって満たされない特定の要件がある場合を除き、Cisco
UCS ドメイン 内のサーバの各タイプ用に設計されたデフォルト BIOS 設定を使用することを推奨
します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope server-defaults

サーバ デフォルト モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /system/server-defaults # show
platform

（任意）すべてのサーバのプラット
フォームの説明を表示します。

ステップ 4

UCS-A /system/server-defaults # scope
platform platform-description

指定したサーバでサーバ デフォルト
モードを開始します。platform-description
引数に、次のフォーマットを使用して
show platform コマンドによって表示さ
れるサーバの説明を入力しま
す。"vendor" model revision
ヒント

ベンダーは、すべての句読点
を含む show platform コマン
ドで表示されるとおり正確に
入力する必要があります。

ステップ 5

UCS-A /system/server-defaults/platform #
scope bios-settings

ステップ 6

BIOS 設定を再設定します。

ステップ 7

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコ
/system/server-defaults/platform/bios-settings ミットします。
# commit-buffer

サーバでサーバ デフォルト BIOS 設定
モードを開始します。

次に、プラットフォームの NUMA デフォルト BIOS 設定を変更し、トランザクションをコミット
する例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope server-defaults
UCS-A /system/server-defaults # show platform
Platform:
Product Name Vendor
Model
Revision
------------ ---------- ---------- -------Cisco B200-M1
Cisco Systems, Inc.
N20-B6620-1
0
UCS-A /system/server-defaults # scope platform "Cisco Systems, Inc." N20-B6620-1 0
UCS-A /system/server-defaults/platform # scope bios-settings
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UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings # set numa-config numa-optimization
disabled
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings* # commit-buffer
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings #
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope server-defaults
UCS-A /system/server-defaults # show platform
Platform:
Product Name Vendor
Model
Revision
------------ ---------- ---------- -------Cisco UCS B230-M2
Cisco Systems, Inc.
B230-BASE-M2
0
Cisco UCS B440 M2
Cisco Systems, Inc.
B440-BASE-M2
0
Cisco C260-M2
Cisco Systems, Inc.
C260-BASE-2646
0
Cisco B200-M1
Cisco Systems, Inc.
N20-B6620-1
0
Cisco B250-M1
Cisco Systems, Inc.
N20-B6620-2
UCS-A /system/server-defaults # scope platform "Cisco Systems, Inc." B230-BASE-M2 0
UCS-A /system/server-defaults/platform # scope bios-settings
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings # set numa-config numa-optimization
disabled
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings* # committ-buffer
UCS-A /system/server-defaults/platform/bios-settings* #

サーバの実際の BIOS 設定の表示
サーバの実際の BIOS 設定を表示するには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-id/
server-id

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope bios

指定したサーバで BIOS モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/bios # scope
bios-settings

指定したサーバで BIOS 設定モードを開始
します。

ステップ 4

UCS-A
/chassis/server/bios/bios-settings #
show setting

BIOS 設定を表示します。show ? と入力し
て、setting で使用可能な値のリストを表示
します。
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次に、シャーシ 1 のブレード 3 の BIOS 設定を表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope bios
UCS-A /chassis/server/bios # scope bios-settings
UCS-A /chassis/server/bios/bios-settings # show intel-vt-config
Intel Vt Config:
Vt
-Enabled
UCS-A /chassis/server/bios/bios-settings #

トラステッド プラットフォーム モジュール
トラステッド プラットフォーム モジュール
トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）は、サーバの認証に使用するアーティファク
トを安全に保存できるコンポーネントです。これらのアーティファクトには、パスワード、証明
書、または暗号キーを収録できます。プラットフォームが信頼性を維持していることを確認する
うえで効果的なプラットフォームの尺度の保存でも、TPM を使用できます。すべての環境で安全
なコンピューティングを実現するうえで、認証（プラットフォームがその表明どおりのものであ
ることを証明すること）および立証（プラットフォームが信頼でき、セキュリティを維持してい
ることを証明するプロセス）は必須の手順です。これは Intel Trusted Execution Technology（TXT）
セキュリティ機能の要件であり、TPM を搭載したサーバの BIOS 設定でイネーブルにする必要が
あります。Cisco UCSME-2814 コンピュート カートリッジのモジュラ サーバのみに、TPM のサ
ポートが含まれています。Cisco UCS M4 ブレードおよびラックマウント サーバは、TPM をサポー
トします。 デフォルトでは、TPM はこれらのサーバで有効になっています。

重要

• Cisco UCS Manager をリリース 2.2(4) 以降にアップグレードすると、TPM が有効になりま
す。
• TPM が有効な状態で Cisco UCS Manager をリリース 2.2(4) 以降からダウングレードする
と、TPM が無効になります。

Intel Trusted Execution Technology
Intel Trusted Execution Technology（TXT）を使用すると、ビジネス サーバ上で使用および保管され
る情報の保護機能が強化されます。この保護の主要な特徴は、隔離された実行環境および付随メ
モリ領域の提供にあり、機密データに対する操作をシステムの他の部分から見えない状態で実行
することが可能になります。Intel TXT は、暗号キーなどの機密データを保管できる封印されたス
トレージ領域を提供し、悪意のあるコードからの攻撃時に機密データが漏洩するのを防ぐために
利用できます。TXT は、Cisco UCSME-2814 コンピュート カートリッジのモジュラ サーバでのみ
サポートされます。Cisco UCS M4 ブレードおよびラックマウント サーバは、TXT をサポートし
ています。デフォルトでは、TXT はこれらのサーバで無効になっています。
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TXT は TPM、Intel Virtualization Technology（VT）、および Intel Virtualization Technology for Directed
I/O（VT-d）が有効になっている場合にだけ、有効にできます。TXT だけを有効にすると、暗黙的
に TPM、VT、および VT-d も有効になります。

TPM の有効化または無効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create bios-policy
policy-name

BIOS ポリシーを指定されたポリシー名で作
成し、組織 BIOS ポリシー モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/bios-policy* # set
trusted-platform-module-config
tpm-state {disabled | enabled |
platform-default}

TPM を有効にするか、無効にするかを指定
します。platform-default では、TPM は有効
になっています。

ステップ 4

UCS-A /org/bios-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

ステップ 5

UCS-A /org # create service-profile 指定されたサービスプロファイルを作成し、
sp-name}
サービス プロファイルのコンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile* # set
bios-policy policy-name

指定された BIOS ポリシーをサービス プロ
ファイルに関連付けます。

ステップ 7

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

ステップ 8

UCS-A /org/service-profile #
associate server chassis-id / slot-id

サービス プロファイルを 1 つのサーバに関
連付けます。

次に、TPM を有効にする例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # create bios-policy bp1
/org/bios-policy* # set trusted-platform-module-config tpm-state enabled
/org/bios-policy* # commit-buffer
/org # create service-profile sp1
/org/service-profile* # set bios-policy bp1
/org/service-profile* # commit-buffer
/org/service-profile # associate server 1/2
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モジュラ サーバの TPM のクリア
TPM をサポートするモジュラ サーバでのみ、TPM をクリアできます。

注意

TPM のクリアは危険性のある操作です。OS が起動を停止することがあります。また、データ
を損失する可能性もあります。

はじめる前に
TPM が有効である必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-id/cartridge-id/server-id

指定したサーバのサーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A# /chassis/cartridge/server # scope
tpm tpm-ID

指定された TPM の組織 TPM モード
を開始します。

ステップ 3

UCS-A# /chassis/cartridge/server/tpm # set TPM のクリアを指定します。
adminaction clear-config

ステップ 4

UCS-A# /chassis/cartridge/server/tpm #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定に
コミットします。

次に、モジュラ サーバの TPM をクリアする方法の例を示します。
UCS-A# scope server 1/3/1
UCS-A# /chassis/cartridge/server # scope tpm 1
UCS-A# /chassis/cartridge/server/tpm # set adminaction clear-config
UCS-A#/chassis/cartridge/server/tpm* # commit-buffer

TPM のプロパティの表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope server
chassis-id/cartridge-id/server-id

指定したサーバのサーバ モードを開
始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /chassis/cartridge/server # scope
tpm tpm-id

指定された TPM ID の TPM モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/cartridge/server/tpm # show TPM プロパティを表示します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/cartridge/server/tpm # show TPM プロパティの詳細を表示しま
detail
す。

次に、モジュラ サーバの TPM プロパティを表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/3/1
UCS-A /chassis/cartridge/server # scope tpm 1
UCS-A /chassis/cartridge/server/tpm # show
Trusted Platform Module:
Presence: Equipped
Enabled Status: Enabled
Active Status: Activated
Ownership: Unowned
UCS-A /chassis/cartridge/server/tpm # show detail
Trusted Platform Module:
Enabled Status: Enabled
Active Status: Activated
Ownership: Unowned
Tpm Revision: 2
Model: UCSX-TPM2-001
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial: FCH19257E58
Admin Action: Unspecified
Config State: Not Applied
UCS-A /chassis/cartridge/server/tpm #

TXT の有効化または無効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。
ルート組織モードを開始するには、/ を
org-name として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create bios-policy
policy-name

BIOS ポリシーを指定されたポリシー名で
作成し、組織 BIOS ポリシー モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A /org/bios-policy* # set
TXT を有効にするか、無効にするかを指
intel-trusted-execution-technology-config 定します。platform-default では、TXT は
txt-support {enabled | disabled |
無効になっています。
platform-default}

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
310

サーバ関連ポリシーの設定
一貫したデバイスの命名

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

UCS-A /org/bios-policy* # commit-buffer トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

ステップ 5

UCS-A /org # create service-profile
sp-name}

指定されたサービス プロファイルを作成
し、サービス プロファイルのコンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile* # set
bios-policy policy-name

指定された BIOS ポリシーをサービス プ
ロファイルに関連付けます。

ステップ 7

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

ステップ 8

UCS-A /org/service-profile # associate
server chassis-id / slot-id

サービス プロファイルを 1 つのサーバに
関連付けます。

次に、TXT を有効にする例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # create bios-policy bp1
/org/bios-policy* # set intel-trusted-execution-technology-config txt-support enabled
/org/bios-policy* # commit-buffer
/org # create service-profile sp1
/org/service-profile* # set bios-policy bp1
/org/service-profile* # commit-buffer
/org/service-profile # associate server 1/2

一貫したデバイスの命名
オペレーティングシステムが一貫した方法でイーサネットインターフェイスに命名できるメカニ
ズムがない場合は、サーバの構成が変更されたネットワーク接続の管理は困難になります。Cisco
UCS Manager リリース 2.2(4) で導入された一貫したデバイスの命名（CDN）を使用すると、イー
サネット インターフェイスに一貫した方法で名前を付けることができます。これにより、アダプ
タまたは他の設定が変更された場合でも、イーサネット インターフェイスの名前がより永続的に
なります。
vNIC の CDN を設定するには、次の手順を実行します。
• BIOS ポリシーで一貫したデバイスの命名を有効にします。
• BIOS ポリシーとサービス プロファイルを関連付けます。
• vNIC の一貫した命名を設定します。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
311

サーバ関連ポリシーの設定
一貫したデバイスの命名

一貫したデバイスの命名の注意事項と制約事項
• 一貫したデバイスの命名（CDN）は Windows 2012 R2 でのみサポートされます。その他の
OS ではサポートされません。
• CDN は、M3 以降のすべてのブレード サーバとラックマウント サーバでサポートされます。
• CDN をサポートするには、BIOS とアダプタ ファームウェアがリリース 2.2(4) バンドルに組
み込まれている必要があります。
• Cisco UCS Manager リリース 3.1 以降のリリースでは、次のアダプタで CDN がサポートされ
ています。
◦ Cisco UCS VIC 1385（UCSC-PCIE-C40Q-03）
◦ Cisco UCS VIC 1387（UCSC-MLOM-C40Q-03）
• Cisco UCS Manager リリース 2.2(4) では、CDN は次のアダプタでのみサポートされます。
◦ Cisco UCS VIC 1225（UCSC-PCIE-CSC-02）
◦ Cisco UCS MLOM 1227（UCSC-MLOM-CSC-02）
◦ Cisco UCS VIC 1225T（UCSC-PCIE-C10T-02）
◦ Cisco UCS MLOM 1227T（UCSC-MLOM-C10T-02）
◦ Cisco UCS VIC 1240（UCSB-MLOM-40G-01）
◦ Cisco UCS VIC 1280（UCS-VIC-M82-8P）
◦ Cisco UCS VIC 1340（UCSB-MLOM-40G-03）
◦ Cisco UCS VIC 1380（UCSB-VIC-M83-8P）
• CDN は vNIC テンプレートおよびダイナミック vNIC でサポートされています。
• 同じサービス プロファイル内の複数の vNIC に同じ CDN 名を指定することはできません。
• CDN 名が vNIC に指定されていない場合は、vNIC 名が CDN 名として使用されます。
• vNIC に設定する CDN 名は [管理者 CDN 名（Admin CDN Name）] として表示されます。vNIC
に最後に適用された CDN 名は、[オペレータ CDN 名（Oper CDN Name）] として表示されま
す。たとえば、「vnic0」という名前の vNIC の [管理者 CDN 名（Admin CDN Name）] が cdn0
の場合、この vNIC の [オペレータ CDN 名（Oper CDN Name）] は cdn0 になりますが、同じ
vNIC でも [管理者 CDN 名（Admin CDN Name）] が指定されていない場合は [オペレータ CDN
名（Oper CDN Name）] は vnic0 になります。
• Cisco UCS Manager リリース 3.1 以降では、CDN 対応の BIOS ポリシーがサーバに割り当てら
れている場合、アダプタ ファームウェアのダウングレードは禁止されています。
• Cisco UCS Manager リリース 2.2(4) では、CDN が関連付けられたサーバに割り当てられた
BIOS ポリシーで有効な場合、Cisco UCS Manager のダウングレードは禁止されています。
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• Cisco UCS Manager リリース 2.2(4) では、CDN 対応 BIOS ポリシーがサーバに割り当てられ
ている場合、BIOS ファームウェアのダウングレードは禁止されています。
• Cisco UCS Manager リリース 2.2(4) では、CDN 対応 BIOS ポリシーがサーバに割り当てられ
ている場合は、アダプタ ファームウェアのダウングレードは禁止されています。
• 適用された BIOS ポリシーが CDN 非対応から CDN 対応に、または CDN 対応から CDN 非対
応に変更された場合は、BIOS 更新プログラムのリブートが有効かどうかに関係なく、警告
が表示されホストがリブートします。
• Windows OS をインストールする前に、BIOS ポリシーで CDN を有効にし、vNIC に CDN 名
を追加しておくことを推奨します。
• Windows OS がすでにサーバにインストールされ、CDN が BIOS ポリシーで有効な場合は、
次の手順を実行します。
1 ネットワーク ドライバをアンインストールします。
2 システムで非表示のデバイスをスキャンし、それらをアンインストールします。
3 システムで新しいハードウェアを再スキャンし、ネットワーク ドライバを再インストー
ルします。
これを行わないと、設定された CDN 名で vNIC が認識されません。
• サービス プロファイルで、適用された BIOS ポリシーが CDN 非対応から CDN 対応に、また
は CDN 対応から CDN 非対応に変更された場合は、次の手順を実行します。
1 ネットワーク ドライバをアンインストールします。
2 システムで非表示のデバイスをスキャンし、それらを削除します。
3 システムで新しいハードウェアを再スキャンし、ネットワーク ドライバを再インストー
ルします。

（注）

BIOS ポリシーが CDN 対応から CDN 非対応に変更された場合は、CDN 名が
システム上のすべての vNIC から削除されたことを確認します。

• vNIC に変更が加えられた場合、システム上のすべてのデバイスの BDF も変更されます。次
に、システムに存在するすべての vNIC の BDF の変更をトリガーするいくつかのシナリオを
示します。
◦ vNIC が追加または削除された場合
◦ vNIC がシステム上のあるアダプタからシステム上の別のアダプタに移動された場合
これらの変更がシステムに加えられた場合は、次の手順を実行します。
1 存在するすべてのネットワーク インターフェイスからネットワーク ドライバをアンイン
ストールします。
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2 システムで非表示のデバイスをスキャンし、それらをアンインストールします。
3 システムで新しいハードウェアを再スキャンし、ネットワーク コントローラにネットワー
ク ドライバを再インストールします。
非表示のデバイスが削除されないと、ネットワーク アダプタの CDN 名は Cisco UCS Manager
に設定されたとおりに表示されません。
各種アダプタが混在する場合の CDN
CDN 名が CDN がサポートされているアダプタと CDN がサポートされていないアダプタが混在す
るシステム内の vNIC に設定されると、システム配置において、CDN が設定された vNIC が CDN
をサポートするアダプタに配置されない場合があります。
CDN が BIOS ポリシーで有効であり、かつシステム配置によって、CDN 設定済み vNIC（管理者
CDN 設定済み）が CDN 未サポート アダプタに配置された場合は、情報エラーが発生しますが、
サービス プロファイルの設定問題は無視されます。
CDN が BIOS ポリシーで有効であり、システム配置によって、vNIC（管理者 CDN 未設定）が
CDN 未サポート アダプタに配置された場合は、情報エラーが発生しますが、サービス プロファ
イルの設定問題は無視されます。この場合、[オペレータ CDN 名（Oper CDN Name）] は空にな
り、vNIC 名から派生されません。
CDN 名をサーバのホスト ネットワーク インターフェイス名として展開する場合は、サポートさ
れるアダプタに手動で vNIC を配置する必要があります。

BIOS ポリシーでの一貫したデバイスの命名の有効化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create bios-policy
policy-name

BIOS ポリシーを指定されたポリシー名で作
成し、組織 BIOS ポリシー モードを開始し
ます。

ステップ 3

UCS-A /org/bios-policy* # set
consistent-device-name-control
cdn-name {enabled | disabled |
platform-default}

一貫したデバイスの命名（CDN）を有効に
するか無効にするかを指定します。

ステップ 4

UCS-A /org/bios-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。
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次の例は、BIOS ポリシーでの CDN を有効にする方法を示しています。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # create bios-policy cdn-bios-policy
/org/bios-policy* # set consistent-device-name-control cdn-name enabled
/org/bios-policy* # commit-buffer

BIOS ポリシーとサービス プロファイルの関連付け
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルのサービス プ
sp-name}
ロファイル コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # set
bios-policy policy-name

指定された BIOS ポリシーをサービス プロファ
イルに関連付けます。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、CDN が有効の BIOS ポリシーをサービス プロファイルに関連付ける方法を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # scope service-profile sp1
/org/service-profile # set bios-policy cdn-bios-policy
/org/service-profile* # commit-buffer

vNIC の一貫したデバイスの命名の設定
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルのサービス
sp-name
プロファイル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # scope 指定した vNIC の vNIC コンフィギュレーショ
vnic vnic-name
ン モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vnic # set vNIC に CDN 名を指定します。
cdn-name cdn-name

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vnic* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、vNIC に CDN を設定する例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # scope service-profile sp1
/org/service-profile # scope vnic vn1
/org/service-profile/vnic # set cdn-name eth0
/org/service-profile/vnic* # commit-buffer

vNIC の CDN 名の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server server-num

指定したサーバのサーバ モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /server # scope adapter
adapter-id

指定されたアダプタのアダプタ モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /server/adapter # show
host-eth-if [detail] [expand]

指定されたアダプタのホスト イーサネッ
トインターフェイスの詳細を表示します。

次に、vNIC の CDN 名を表示する例を示します。
UCS-A # scope server 3
UCS-A /server # scope adapter 1
UCS-A /server/adapter # show host-eth-if detail expand
Eth Interface:
ID: 1
Dynamic MAC Address: 00:25:B5:00:00:99
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Burned-In MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Model: UCSC-PCIE-CSC-02
Name: vnic1
Cdn Name: cdn0
Admin State: Enabled
Operability: Operable
Order: 1

vNIC のステータスの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート
組織モードを開始するには、/ を org-name とし
て入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービス プロファイルのサービス プ
sp-name
ロファイル コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # show 指定されたサービス プロファイルの vNIC の詳
vnic [detail] [expand]
細を表示します。

次に、vNIC のステータスを表示する例を示します。

（注）

vNIC に設定する CDN 名は、[管理者 CDN 名（Admin CDN Name）] として表示されます。BIOS
ポリシーに最後に適用された CDN 名前は、[オペレータ CDN 名（Oper CDN Name）] として表
示されます。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # show vnic detail expand
vNIC:
Name: vnic1
Fabric ID: B
Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:17:47:01
Desired Order: Unspecified
Actual Order: 1
Desired VCon Placement: 2
Actual VCon Placement: 2
Desired Host Port: ANY
Actual Host Port: NONE
Equipment: sys/chassis-2/blade-5/adaptor-3/host-eth-2
Host Interface Ethernet MTU: 1500
Ethernet Interface Admin CDN Name:cdn0
Ethernet Interface Oper CDN Name:cdn0
Template Name:
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CIMC セキュリティ ポリシー
Cisco UCS Manager は、セキュリティを強化するために次のポリシーを提供しています。
• KVM 管理ポリシー
• IPMI アクセス プロファイル

IPMI アクセス プロファイル
このポリシーでは、IP アドレスを使用して、IPMI コマンドを直接サーバに送信できるかどうかを
決定することができます。たとえば、CIMC からセンサー データを取得するためのコマンドを送
信することができます。このポリシーによって、サーバでローカルに認証可能なユーザ名とパス
ワードを含む IPMI アクセスを定義し、さらにアクセスが読み取り専用であるか読み取り/書き込
みであるかを定義します。
また、IPMI アクセス プロファイルで IPMI over LAN をディセーブルまたはイネーブルにして、リ
モート接続を制限することもできます。IPMI over LAN は、関連付けられていないすべてのサーバ
および IPMI アクセス ポリシーのないすべてのサーバでデフォルトによりディセーブルになりま
す。IPMI アクセス ポリシーを作成すると、IPMI over LAN はデフォルトでイネーブルに設定され
ます。値を変更してディセーブルにしない場合、IPMI over LAN は関連するすべてのサーバでイ
ネーブルになります。
このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また、このサービスプロファ
イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。

IPMI アクセス プロファイルの作成
はじめる前に
次を入手します。
• 適切な権限があり、サーバのオペレーティング システムによる認証が可能なユーザ名
• このユーザ名のパスワード
• ユーザ名と関連付けられている権限
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組
織モードを開始するには、org-name に / を入力しま
す。

ステップ 2

UCS-A /org # create
指定された IPMI アクセス プロファイルを作成し、
ipmi-access-profile profile-name 組織 IPMI アクセス プロファイル モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/ipmi-access-profile リモート接続を確立できるかどうかを決定します。
# set ipmi-over-lan {disable |
（注）
IPMI over LAN は、関連付けられていない
enable}
すべてのサーバおよび IPMI アクセス ポリ
シーのないすべてのサーバでデフォルトに
よりディセーブルになります。IPMI アク
セス ポリシーを作成すると、IPMI over
LAN はデフォルトでイネーブルに設定さ
れます。値を変更してディセーブルにしな
い場合、IPMI over LAN は関連するすべて
のサーバでイネーブルになります。

ステップ 4

UCS-A /org/ipmi-access-profile 指定されたエンドポイント ユーザを作成して、組織
# create ipmi-user
IPMI アクセス プロファイル エンドポイント ユーザ
ipmi-user-name
モードを開始します。
（注）

IPMI アクセス プロファイル内には、それ
ぞれが独自のパスワードと権限を持つエ
ンドポイントユーザを複数作成できます。

ステップ 5

UCS-A
エンドポイント ユーザのパスワードを設定します。
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user
set password コマンドの入力後、パスワードの入力
#set password
と確認を求められます。セキュリティ上の理由か
ら、入力したパスワードは CLI には表示されませ
ん。

ステップ 6

UCS-A
エンドポイント ユーザが管理権限と読み取り専用権
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user 限のいずれを持つかを指定します。
# set privilege {admin |
readonly}

ステップ 7

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミットしま
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user す。
# commit-buffer
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次の例は、ReadOnly という名前の IPMI アクセス プロファイルを作成し、bob という名前のエン
ドポイント ユーザを作成し、bob のパスワードと権限を設定し、トランザクションをコミットし
ます。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # create ipmi-user bob
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set privilege readonly
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # commit-buffer
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user #

次の作業
IPMI プロファイルをサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

IPMI アクセス プロファイルの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete
ipmi-access-profile profile-name

指定した IPMI アクセス プロファイルを削除
します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ReadOnly という名前の IPMI アクセス プロファイルを削除し、トランザクションをコミッ
トする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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IPMI アクセス プロファイルへのエンドポイント ユーザの追加
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name に / を入力
します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
指定した IPMI アクセス プロファイルの組織 IPMI
ipmi-access-profile profile-name アクセス プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/ipmi-access-profile # 指定されたエンドポイント ユーザを作成して、組
create ipmi-user ipmi-user-name 織 IPMI アクセス プロファイル エンドポイント
ユーザ モードを開始します。
（注）

IPMI アクセス プロファイル内には、そ
れぞれが独自のパスワードと権限を持つ
エンドポイントユーザを複数作成できま
す。

ステップ 4

UCS-A
エンドポイント ユーザのパスワードを設定しま
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user す。
#set password
set password コマンドの入力後、パスワードの入
力と確認を求められます。セキュリティ上の理由
から、入力したパスワードは CLI には表示されま
せん。

ステップ 5

UCS-A
エンドポイント ユーザが管理権限と読み取り専用
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user 権限のいずれを持つかを指定します。
# set privilege {admin |
readonly}

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミットしま
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user す。
# commit-buffer

次の例では、ReadOnly という名前の IPMI アクセス プロファイルに alice という名前のエンドポイ
ント ユーザを追加し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # create ipmi-user alice
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # set privilege readonly
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user* # commit-buffer
UCS-A /org/ipmi-access-profile/ipmi-user #
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IPMI アクセス プロファイルからのエンドポイント ユーザの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に /
と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
ipmi-access-profile profile-name

指定した IPMI アクセス プロファイルの組織
IPMI アクセス プロファイル モードを開始し
ます。

ステップ 3

UCS-A /org/ipmi-access-profile #
delete ipmi-user epuser-name

IPMI アクセス プロファイルから指定したエ
ンドポイント ユーザを削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/ipmi-access-profile #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ReadOnly という名前の IPMI アクセス プロファイルから alice という名前のエンドポイント
ユーザを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope ipmi-access-profile ReadOnly
UCS-A /org/ipmi-access-profile # delete ipmi-user alice
UCS-A /org/ipmi-access-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/ipmi-access-profile #

KVM 管理ポリシー
KVM 管理ポリシーを使用して、KVM 経由でサーバにアクセスするときに仮想メディア（vMedia）
暗号化を有効にするかどうかを指定できます。
このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また、このサービスプロファ
イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。

（注）

KVM 仮想メディア（vMedia）セッションがマッピングされた後、KVM 管理ポリシーを変更
すると、仮想メディア（vMedia）セッションは失われます。KVM 仮想メディア（vMedia）セッ
ションを再度マッピングする必要があります。
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KVM 管理ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
kvm-mgmt-policy policy-name

指定された KVM 管理ポリシーを作成し、
組織 KVM 管理ポリシー モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/kvm-mgmt-policy # set
descr description

（任意）
ポリシーの説明を記します。

ステップ 4

UCS-A /org/kvm-mgmt-policy # set vMedia の暗号化を有効にするか無効にする
vmedia-encryption {disable | enable} かを指定します。

ステップ 5

UCS-A
/org/ipmi-access-profile/ipmi-user #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、KVM_Policy1 という名前の KVM 管理ポリシーを作成し、vMedia の暗号化を有効にし、ト
ランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create kvm-mgmt-policy KVM_Policy1
UCS-A /org/kvm-mgmt-policy* # set vmedia-encryption enable
UCS-A /org/kvm-mgmt-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/kvm-mgmt-policy #

グラフィックス カード ポリシー
Cisco UCS Manager リリース 3.1(3) ではグラフィックス カードのサポートが拡張され、グラフィッ
クス カード モードを変更する機能が追加されました。グラフィックス カード ポリシーを使用し
てグラフィックス カード モードを設定できます。グラフィックス カード モードを次に示します。
• コンピューティング（Compute）
• グラフィックス（Graphics）
• 任意の構成（Any Configuration）
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グラフィックス カード ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
graphicscard-policy policy name

グラフィックス カード ポリシーを指定され
たポリシー名で作成し、グラフィックスカー
ド ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/graphicscard-policy #
commit buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次の例は、グラフィックス カード ポリシーの作成方法を示しています。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create graphicscard-policy sample
UCS-A /org/graphicscard-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/graphicscard-policy #

グラフィックス カード ポリシーの設定モード
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope graphicscard-policy 組織グラフィックス カード ポリシー
policy name
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/graphicscard-policy # set
graphicscard-policy-mode [compute] |
[graphic] | [any configuration]

ステップ 4

UCS-A /org/graphicscard-policy # commit トランザクションをシステム設定にコ
buffer
ミットします。

グラフィックス カード ポリシーのモー
ドを指定します。

次に、グラフィックス カード ポリシーのモードを設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope graphicscard-policy sample
UCS-A /org/graphicscard-policy # set graphicscard-policy-mode graphics
UCS-A /org/graphicscard-policy* # commit-buffer
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UCS-A /org/graphicscard-policy #

グラフィックス カードの詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server server number

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope
graphics-card identifier

指定したサーバのグラフィックス カード
コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/graphics-card # 指定したサーバのグラフィックス カード
show graphics-card [detail] [expand] の詳細を表示します。

次に、グラフィックス カードの詳細を表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope graphics-card 2
UCS-A /chassis/server/graphics-card* # show detail
Graphics Card:
ID: 2
Slot Id: 2
Magma Expander Slot Id:
Is Supported: Yes
Vendor: Cisco Systems Inc
Model: UCSB-GPU-M6
Serial: FHH1924002B
Mode: Graphics
PID: UCSB-GPU-M6
Firmware Version: 84.04.89.00.01|2754.0200.01.02
Vendor Id: 0x10de
Subvendor Id: 0x10de
Device Id: 0x13f3
Subdevice Id: 0x1143
UCS-A /chassis/server/graphics-card #

グラフィックス カード ポリシーの詳細の表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org

ルート組織モードを開始します。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /org # show
graphicscard-policydetail

グラフィックス カード ポリシーの詳細
を表示します。

次に、グラフィックス カード ポリシーの詳細を表示する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # show graphicscard-policy detail
Graphics Card Policy:
Name: sample
Description:
Graphics Card Policy Mode: Compute
Name: default
Description:
Graphics Card Policy Mode: Any Configuration
Name: graphics
Description:
Graphics Card Policy Mode: Graphics
UCS-A /org #

ローカル ディスク設定ポリシーの設定
ローカル ディスク設定ポリシー
このポリシーは、ローカル ドライブのオンボード RAID コントローラを通じて、サーバ上にイン
ストールされているオプションの SAS ローカル ドライブを設定します。このポリシーでは、ロー
カルディスク設定ポリシーを含むサービスプロファイルに関連付けられたすべてのサーバに対し
て、ローカル ディスク モードを設定できるようにします。
ローカル ディスク モードには次のものがあります。
• [ローカルストレージなし（No Local Storage）]：ディスクレス サーバまたは SAN 専用の設定
で使用します。このオプションを選択する場合、このポリシーを使用する任意のサービス プ
ロファイルを、ローカル ディスクを持つサーバに関連付けることができません。
• [RAID 0がストライプ済み（RAID 0 Striped）]：データはアレイのすべてのディスクにストラ
イプ化され、高速スループットを提供します。 データの冗長性はなく、いずれかのディス
クで障害が発生すると、すべてのデータが失われます。
• [RAID 1がミラー済み（RAID 1 Mirrored）]：データが 2 つのディスクに書き込まれ、1 つの
ディスクで障害が発生した場合でも完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイ サイズ
は、2 つのドライブの小さい方の空き容量に等しくなります。
• [任意の設定（Any Configuration）]：変更なしのローカル ディスク設定を転送するサーバ設
定で使用します。
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• [RAIDなし（No RAID）]：RAID を削除し、ディスク MBR およびペイロードを変更しない状
態のままにするサーバ設定で使用します。
[RAIDなし（No RAID）] を選択し、このポリシーをすでに RAID ストレージが設定されてい
るオペレーティング システムを使用するサーバに適用した場合、ディスクの内容は削除され
ません。そのため、[RAIDなし（No RAID）] モードの適用後にサーバでの違いがわからない
ことがあります。よって、ポリシーの RAID 設定と、サーバの [インベントリ（Inventory）]
> [ストレージ（Storage）] タブに表示される実際のディスク設定とが一致しない場合があり
ます。
以前のすべての RAID 設定情報をディスクから削除するには、[RAIDなし（No RAID）] コン
フィギュレーション モードの適用後にすべてのディスク情報を削除するスクラブ ポリシー
を適用します。
• [RAID 5が部分的にストライプ済み（RAID 5 Striped Parity）]：データはアレイのすべてのディ
スクにストライプ化されます。 各ディスクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータ
の再構築に使用できるパリティ情報が格納されます。RAID 5 は、高い読み取り要求レート
で、アプリケーションに適切なデータ スループットを提供します。
• [RAID 6が部分的にデュアルストライプ済み（RAID 6 Striped Dual Parity）]：データはアレイ
のすべてのディスクにストライプ化され、2 つのパリティ ディスクを使用して、最大 2 つの
物理ディスクの障害に対する保護を提供します。データ ブロックの各行に、2 セットのパリ
ティ データが格納されます。
• [RAID 10がミラーおよびストライプ済み（RAID 10 Mirrored and Striped）]：RAID 10 はミラー
化されたディスクのペアを使用して、完全なデータ冗長性と高いスループット レートを提供
します。
• [RAID 50が部分的にストライプおよびストライプ済み]：データが複数のストライプ化された
パリティ ディスク セットにストライプ化され、高いスループットと複数のディスク故障耐
性を提供します。
• [RAID 60部分的にストライプおよびストライプ済み]：データが複数のストライプ化されたパ
リティ ディスク セットにストライプ化され、高いスループットと優れたディスク故障耐性
を提供します。
このポリシーはサービス プロファイルに組み込む必要があります。また。このポリシーを有効に
するには、サーバに関連付ける必要があります。

（注）

組み込みオンボード RAID コントローラを搭載した Cisco UCS Manager と統合された Cisco UCS
C シリーズ サーバの場合、ローカル ディスク モードは常に [任意の設定（Any Configuration）]
でなければならず、RAID はコントローラ上で直接設定する必要があります。

すべてのローカル ディスク設定ポリシーに関するガイドライン
ローカル ディスク設定ポリシーを作成する前に、次のガイドラインを考慮してください。
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HDD と SSD を混合しない
1 台のサーバや RAID 設定に、HDD と SSD を使用しないでください。
B200 M1 または M2 のデフォルト ローカル ディスク設定ポリシーを使用して、B200 M3 にサービス
プロファイルを割り当てない
B200 M1 および M2 サーバと B200 M3 サーバのストレージ コントローラで提供される RAID/JBOD
サポートは異なっているため、B200M1 または M2 サーバのデフォルト ローカル ディスク設定ポ
リシーを含むサービス プロファイルを B200 M3 サーバに割り当てたり、再割り当てを行ったりす
ることはできません。デフォルトのローカル ディスク設定ポリシーには、[任意の設定（Any
Configuration）] モードまたは JBOD 設定が含まれます。
JBOD モードのサポート
B200 M3 サーバでは、ローカル ディスクの JBOD モードがサポートされています。

（注）

ローカル ディスクの JBOD モードをサポートしているのは、B200 M1、B200 M2、B200 M3、
B250 M1、B250 M2、B22 M3 ブレード サーバのみです。

RAID 用に設定されているローカル ディスク設定ポリシーに関するガ
イドライン
MegaRAID ストレージ コントローラを搭載したサーバ用のローカル ディスク設定ポリシーに RAID
設定を設定する
ブレード サーバまたは統合されたラックマウント サーバに MegaRAID コントローラが搭載され
ている場合、そのサーバのサービスプロファイルに含まれるローカルディスク設定ポリシーでド
ライブの RAID 設定を設定する必要があります。これを実行するには、そのサーバに定義されて
いる RAID モードのいずれかを使用して、サービス プロファイルのローカル ディスク設定ポリ
シーを設定するか、[任意の設定（Any Configuration）] モードと LSI ユーティリティ ツールセッ
トを使用して、RAID ボリュームを作成します。
OS をインストールする前に RAID LUN を設定していないと、インストール時にディスク検出エ
ラーが発生し、「No Device Found」といったエラー メッセージが表示される可能性があります。
サーバ プロファイルで [任意の設定（Any Configuration）] モードが指定されている場合、RAID 1 ク
ラスタ移行後にサーバが起動しない
RAID 1 クラスタの移行後、サービス プロファイルをサーバに関連付ける必要があります。サービ
ス プロファイル内のローカル ディスク設定ポリシーに [RAID 1] ではなく [任意の設定（Any
Configuration）] モードが設定されていると、RAID LUN は、関連付け中およびその後も「非アク
ティブ」状態のままになります。その結果、サーバは起動できなくなります。
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この問題を回避するには、サーバに関連付けるサービス プロファイルに、移行前の元のサービス
プロファイルとまったく同じローカル ディスク設定ポリシーが含まれるようにし、[任意の設定
（Any Configuration）] モードは含まれないようにします。
MegaRAID ストレージ コントローラを搭載したサーバ上で JBOD モードを使用しない
MegaRAID ストレージ コントローラが搭載されたブレード サーバまたは統合ラックマウント サー
バ上で JBOD モードまたは JBOD 操作を設定または使用しないでください。JBOD モードと操作
は、このサーバで完全に機能するよう設計されていません。
統合されたラックマウント サーバ内の RAID ボリュームと RAID コントローラはそれぞれ 1 つまで
Cisco UCS Manager と統合されているラックマウント サーバは、Cisco UCS Centralサーバ上に存在
するハード ドライブの数とは関係なく、RAID ボリュームを 1 つまでしか設定できません。
統合されたラックマウント サーバ内のローカル ハード ドライブは、1 つの RAID コントローラの
みにすべて接続される必要があります。Cisco UCS Manager との統合では、ローカル ハード ドラ
イブが単一のラックマウント サーバ内の複数の RAID コントローラに接続することはサポートさ
れていません。そのため、Cisco UCS Manager と統合されるラックマウント サーバを発注する際
は、単一の RAID コントローラ構成を要求することを推奨します。
また、サードパーティ製のツールを使用して、ラックマウント サーバ上に複数の RAID LUN を作
成しないでください。Cisco UCS Manager では、そのような設定はサポートされていません。
ブレード サーバ内の RAID ボリュームと RAID コントローラはそれぞれ 1 つまで
ブレード サーバは、サーバ内に存在するドライブの数とは関係なく、RAID ボリュームを 1 つま
でしか設定できません。ローカル ハード ドライブは、1 つの RAID コントローラのみにすべて接
続される必要があります。たとえば、B200 M3 に LSI コントローラと Intel Patsburg コントローラ
が搭載されていても、LSI コントローラだけが RAID コントローラして使用できます。
また、サードパーティ製のツールを使用して、ブレード サーバ上に複数の RAID LUN を作成しな
いでください。Cisco UCS Manager では、そのような設定はサポートされていません。
ミラー RAID で選択されるディスクの数は 2 つまでにする
ミラー RAID で選択されたディスクの数が 2 つを超えると、RAID 1 は RAID 10 LUN として作成
されます。この問題は、Cisco UCS B440 M1 サーバと B440 M2 サーバで発生する可能性がありま
す。
一部のサーバの特定の RAID 設定オプションでは、ライセンスが必要
一部の Cisco UCS サーバには、特定の RAID 設定オプションのライセンスが必要です。Cisco UCS
Manager で、このローカル ディスク ポリシーを含むサービス プロファイルとサーバを関連付ける
と、Cisco UCS Manager によって選択された RAID オプションに適切なライセンスが備わっている
かが確認されます。問題がある場合は、サービス プロファイルを関連付ける際に、Cisco UCS
Manager に設定エラーが表示されます。
特定の Cisco UCS サーバの RAID ライセンス情報については、そのサーバの『Hardware Installation
Guide』を参照してください。
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B420 M3 サーバでは全コンフィギュレーション モードはサポートされていない
B420 M3 サーバでは、ローカル ディスク設定ポリシーで、次のような設定オプションはサポート
されていません。
• RAID なし
• RAID 6 ストライプ化デュアルパリティ
また、B420 M3 では JBOD モードや操作はサポートされていません。
シングル ディスク RAID 0 設定は、一部のブレード サーバではサポートされていない
シングル ディスク RAID 0 設定は、次のブレード サーバではサポートされていません。
• Cisco UCS B200 M1
• Cisco UCS B200 M2
• Cisco UCS B250 M1
• Cisco UCS B250 M2

ローカル ディスク設定ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織
モードを開始するには、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
local-disk-config-policy
policy-name

ローカル ディスク設定ポリシーを作成し、ローカル
ディスク設定ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
set descr description

（任意）
ローカルディスク設定ポリシーに説明を記入します。

ステップ 4

UCS-A
ローカル ディスク設定ポリシーのモードを指定しま
/org/local-disk-config-policy # す。
set mode {any-configuration |
no-local-storage | no-raid |
raid-0-striped | raid-1-mirrored
| raid-5-striped-parity |
raid-6-striped-dual-parity |
raid-10-mirrored-and-striped}

ステップ 5

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
set protect {yes | no}
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サーバは、サービス プロファイルとの関連付けが解
除されても、ローカル ディスク設定ポリシー内の設
定を保持するかどうかを指定します。

サーバ関連ポリシーの設定
ローカル ディスク設定ポリシーの作成

コマンドまたはアクション

目的
サーバ内の 1 つ以上のディスクに障害が発生
すると、[設定の保護（Protect Configuration）]
は機能しなくなります。
サービス プロファイルがサーバから関連付けを解除
され、新しいサービス プロファイルが関連付けられ
ると、新しいサービス プロファイルの Protect
Configuration プロパティの設定が優先され、前のサー
ビス プロファイルの設定が上書きされます。
注意

このオプションが有効になっていると、サーバが稼働
停止して再稼働された後でもディスク上のデータは保
護されます。従って、サーバとサービス プロファイ
ルとの再アソシエーションは失敗します。
（注）

このオプションが有効な状態でサーバとサー
ビスプロファイルの関連付けを解除した後、
そのサーバに新しいサービス プロファイル
を関連付け、そのサービス プロファイル内
のローカル ディスク設定ポリシーに前とは
異なるプロパティが含まれていると、サー
バから設定不一致のエラーが返され、関連
付けは失敗します。

ステップ 6

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
set flexflash-state {enable |
disable}

FlexFlash SD カードのサポートをイネーブルにするか
を指定します。

ステップ 7

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
set
flexflash-raid-reporting-state
{enable | disable}

FlexFlash RAID レポートのサポートをイネーブルにす
るかを指定します。

UCS-A
/org/local-disk-config-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットします。

ステップ 8

（注）

インストールされている SD カードが 1 つ
だけの場合、FlexFlash インベントリに RAID
状態が [無効（Disabled）]、RAID ヘルスが
[適用しない（NA）] と表示されます。

次の例は、ローカル ディスク設定ポリシーを設定し、トランザクションをコミットます。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create local-disk-config-policy DiskPolicy7
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # set mode raid-1-mirrored
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # set protect yes
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/local-disk-config-policy #
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ローカル ディスク設定ポリシーの表示
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー
ドを開始するには、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # show
local-disk-config-policy
policy-name

ローカル ディスク ポリシーを表示します。ローカル ディ
スク ポリシーを設定していない場合は、（create
local-disk-config コマンドで作成された）ローカル ディスク
設定が表示されます。
（create local-disk-config コマンドで設定された）ローカル
ディスク定義を表示します。Serial over LAN 定義が設定さ
れていない場合、およびポリシーが（set
local-disk-config-policy コマンドを使用して）設定されてい
る場合、ポリシーが表示されます。

次に、DiskPolicy7 というローカル ディスク設定ポリシーのローカル ディスク ポリシー情報を表
示する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # show local-disk-config-policy DiskPolicy7
Local Disk Config Policy:
Name: DiskPolicy7
Mode: Raid 1 Mirrored
Description:
Protect Configuration: Yes

ローカル ディスク設定ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete
local-disk-config-policy
policy-name

指定したローカル ディスク設定ポリシーを削
除します。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、DiskPolicy7 という名前のローカル ディスク設定ポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete local-disk-config-policy DiskPolicy7
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

FlexFlash のサポート
概要
Cisco UCS B シリーズ サーバ、C シリーズ M3 および M4 サーバ、S シリーズ M4 サーバは、内蔵
SD メモリ カードをサポートしています。SD カードは、Cisco Flexible Flash ストレージ コントロー
ラ（SD カード用スロットが 2 つある PCI ベースのコントローラ）によってホストされます。カー
ドには、HV と呼ばれる単一のパーティションが含まれています。FlexFlash が有効な場合、Cisco
UCS Manager では、BIOS とホスト OS のどちらに対しても、HV パーティションを USB ドライブ
として表示します。
提供される一方または両方の SD カード スロットを装着できます。SD カードが 2 つ装着されてい
る場合は、ミラー モードで使用できます。

（注）

異なる容量の SD カードを混在させないでください。
SD カードには OS のブート イメージなどの情報を保存できます。次の図に、SD カード スロット
を示します。
図 1：SD カード スロット
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FlexFlash はデフォルトでディセーブルになっています。サービス プロファイルで使用されるロー
カル ディスク ポリシーで FlexFlash をイネーブルにできます。FlexFlash がローカル ディスク ポリ
シーでイネーブルと定義され、サーバが SD カードをサポートしている場合、FlexFlash コントロー
ラはサービス プロファイルを関連付ける際にイネーブルになります。サーバが SD カードをサポー
トしていない場合や CIMC バージョンが古い場合は、構成エラー メッセージが表示されます。
サポートされるサーバの FlexFlash を無効にすると、ハイパーバイザまたは HV パーティションは
ホストからすぐに切断されます。FlexFlash コントローラは、関連サービス プロファイルの関連付
け解除の一環としてもディセーブルになります。
FlexFlash コントローラはデュアル SD カード用の RAID-1 をサポートします。FlexFlash スクラブ
ポリシーを作成しサーバを再認識することで RAID ペアに新しい SD カードを設定できます。
FlexFlash スクラブ ポリシーは、両方のカードの HV パーティションを削除し、そのカードを正常
な RAID 状態に復旧できます。

（注）

ペアリングが完了したらすぐにスクラブ ポリシーをディセーブルにします。
HV パーティションから起動するには、SD カードがサービス プロファイルで使用されるブート
ポリシーで定義されている必要があります。
FlexFlash ファームウェア管理
FlexFlash コントローラ ファームウェアは、CIMC イメージの一部としてバンドルされます。CIMC
をアップグレードする際に、最新のファームウェア バージョンが FlexFlash コントローラで使用可
能な場合、コントローラは管理されなくなり、FlexFlash インベントリには、[コントローラ状態
（Controller State）] が [ユーザ アクションを待機（Waiting For User Action）] として、[コントロー
ラ状況（Controller Health）] が [古いファームウェアを実行中（Old Firmware Running）] として表
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示されます。FlexFlash コントローラのファームウェアをアップグレードするには、ボード コント
ローラを更新する必要があります。詳細については、該当する『Cisco UCS B-Series Firmware
Management Guide』を参照してください。次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/
products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html
Cisco Flexible Flash ストレージ コントローラの制約事項：
• Cisco Flexible Flash ストレージ コントローラは 16 GB、32 GB および 64 GB の SD カードのみ
をサポートしています。

（注）

16 GB および 32 GB カードは B200-M3 ブレード サーバでのみサポートされ、
64 GB SD カードは B200-M4 ブレード サーバでのみサポートされます。

• ラック サーバの SD カードをブレード サーバで使用したり、ブレード サーバの SD カードを
ラック サーバで使用したりすることは推奨されません。サーバ タイプ間で SD カードを交換
すると、SD カードのデータが消える可能性があります。
• 一部の Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバには、4 つのパーティション（HV、
HUU、SCU、ドライバ）を持つ SD カードが搭載されています。Cisco UCS Manager では HV
パーティションのみが表示されます。FlexFlash スクラブ ポリシーを使用して、4 つのパー
ティションを持つ SD カードを単一 HV パーティション カードに移行できます。
• FlexFlash コントローラは RAID-1 同期（ミラー再構築）をサポートしません。SD カードが
RAID 縮退状態（degraded state）である場合、あるいはメタデータ エラーがコントローラに
よって報告された場合は、FlexFlash スクラブ ポリシーを実行してカードで RAID 構築（ミ
ラー モード）する必要があります。FlexFlash スクラブ ポリシーの詳細については、
htp:/www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/3-1/b_Cisco_UCS_Manager_Server_Mgmt_Guide_3_1/server_related_policies.html#d33008e9751a1635
を参照してください。次の条件によって RAID の縮退状態（degraded state）やメタデータ エ
ラーが引き起こされる可能性があります。
◦ サーバの 2 番目のスロットに SD カードがすでに存在する状態で、新規または使用済み
SD カードを 1 つのスロットへ挿入する。
◦ 異なるサーバの 2 つの SD カードを挿入する。
• サーバのファームウェア バージョンは、2.2(1a) 以上が必要です。

FlexFlash FX3S のサポート
リリース 2.2(3) 以降、Cisco UCS Manager では FX3S コントローラによる追加の FlexFlash サポー
トが可能になりました。FX3S コントローラは次のサーバ上に存在します。
• Cisco UCS B200 M4 ブレード サーバ
• Cisco UCS C220 M4 ラック サーバ
• Cisco UCS C240 M4 ラック サーバ
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FX3S 制御を使用した FlexFlash 操作は、Cisco Flexible Flash ストレージ コントローラでの操作と
同じです。FlexFlash はデフォルトでは無効で、ローカル ディスク ポリシーを使用して有効化され
ます。また、コントローラをリセットし、SD カードをフォーマットして、一対の SD カードを自
動同期させることもできます。
FX3S コントローラの SD カードには、ハイパーバイザと呼ばれる単一のパーティションが含まれ
ています。
Cisco FX3S コントローラの制約事項：
• FX3S コントローラは、32 GB および 64 GB の SD カードのみをサポートします。16 GB の
カードはサポートされません。
• ラック サーバの SD カードをブレード サーバで使用したり、ブレード サーバの SD カードを
ラック サーバで使用したりすることは推奨されません。サーバ タイプ間で SD カードを交換
すると、 SD カードのデータが消える可能性があります。
• サーバのファームウェア バージョンは、2.2(3a) 以上が必要です。

FlexFlash SD カードを使用したブレード サーバの起動
16 GB 以上の FlexFlash カードを使用してブレード サーバを起動するには、次の手順を使用しま
す。この手順では、ブレード サーバ、ソフトウェア、および関連付けられたインフラストラク
チャを設定する方法を知っていることと、機能していることを確認することが必要です。この
Cisco UCS Manager の制御手順は、任意のバージョンのファームウェアを実行しているすべてのブ
レードサーバに適用されます。この手順はラックサーバには適用されません。作業環境でFlexFlash
カードを有効にする前に、次の手順に従います。
注意

（注）

FlexFlash をすでに使用している状態で次の手順を使用すると、カードからすべてのデータが失
われます。

この手順では、FlexFlash カードの使用方法や、FlexFlash システムのその他の機能は扱ってい
ません。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # scope
local-disk-config-policy
FlexFlash-name

指定したローカル ディスク設定ポリシー モー
ドを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/local-disk-config-policy FlexFlash SD カードのサポートをイネーブルに
# set flexflash-state {enable |
するかを指定します。
disable}

ステップ 4

UCS-A /org/local-disk-config-policy FlexFlash RAID レポートのサポートをイネーブ
# set flexflash-raid-reporting-state ルにするかを指定します。
{enable | disable}
（注）
インストールされている SD カード
が 1 つだけの場合、FlexFlash インベ
ントリに RAID 状態が [無効
（Disabled）]、RAID ヘルスが [適用
しない（NA）] と表示されます。

ステップ 5

UCS-A /org/local-disk-config-policy トランザクションをシステムにコミットしま
# commit-buffer
す。

ステップ 6

UCS-A/org/local-disk-config-policy 詳細な FlexFlash コントローラのプロパティを
# show detail
表示します。/ org-name として。

ステップ 7

UCS-A# top

ステップ 8

UCS-A# scope org org-name

ステップ 9

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービスで組織サービス プロファイ
slot-3-name
ル モードを開始します。スロット 3 は、特定
のブレードのサービス プロファイルを表しま
す。

ステップ 10

UCS-A /org/scope
service-profile#set
local-disk-policy-state
FlexFlash-name

ステップ 11

UCS-A /org/scope
サービスプロファイルと指定したブレードサー
service-profile#associate server 1/1 バを関連付けます。1 はブレード番号を表し、
それ以外の数値はシャーシ番号を表します。

ステップ 12

UCS-A /org/local-disk-config-policy トランザクションをシステムにコミットしま
# commit-buffer
す。

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

指定されたローカル ディスク ポリシーをサー
ビス プロファイルに関連付けます。FlexFlash
は、特定のローカル ディスク ポリシーを表し
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 13

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 14

UCS-A /org # create scrub-policy スクラブ ポリシーを指定されたポリシー名で
Scrub-FF-name
作成し、組織スクラブ ポリシー モードを開始
します。

ステップ 15

UCS-A /org/scrub-policy # set descr （任意）
Scrub FlexFlash ONLY-name
スクラブ ポリシーの説明を記入します。
（注）

ステップ 16

UCS-A /org/scrub-policy # set
disk-scrubno

このスクラブ ポリシーを使用して、サーバ上
のディスク スクラブを無効にします。

ステップ 17

UCS-A /org/scrub-policy # set
bios-settings-scrubno

このスクラブ ポリシーを使用して、サーバ上
の BIOS 設定スクラブを無効にします。

ステップ 18

UCS-A /org/scrub-policy # set
flexflash-scrubyes

このスクラブ ポリシーを使用して、サーバ上
の FlexFlash 設定スクラブを有効にします。

ステップ 19

UCS-A /org/local-disk-config-policy トランザクションをシステムにコミットしま
# commit-buffer
す。

ステップ 20

UCS-A# top

ステップ 21

UCS-A# scope org org-name

ステップ 22

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービスで組織サービス プロファイ
slot-3-name
ル モードを開始します。スロット 3 は、特定
のブレードのサービス プロファイルを表しま
す。

ステップ 23

UCS-A # acknowledge
server1/3-name

ステップ 24

UCS-A /org/local-disk-config-policy トランザクションをシステムにコミットしま
# commit-buffer
す。
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説明にスペース、特殊文字、または
句読点が含まれている場合は、説明
を引用符で括る必要があります。引
用符は、show コマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

指定されたブレード サーバを認識します。1 は
シャーシ番号を表し、3 はサーバ番号を表しま
す。

サーバ関連ポリシーの設定
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コマンドまたはアクション

目的
ブレード サーバがトランザクションのコミッ
トを完了するのを待ちます。

ステップ 25

UCS-A # acknowledge
server1/3-name

ステップ 26

UCS-A /org/local-disk-config-policy トランザクションをシステムにコミットしま
# commit-buffer
す。

指定されたブレード サーバを認識します。1 は
シャーシ番号を表し、3 はサーバ番号を表しま
す。

FlexFlash カードは同期され、使用可能になりま
した。

次の例は、FlexFlash カードの開始とポリシーの作成のための、コンソールからの出力を示してい
ます。
#Creating the FlexFlash off policy
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create local-disk-config-policy FF-off
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # set flexflash-state disable
UCS-A/org/local-disk-config-policy* # commit-buffer
UCS-A/org/local-disk-config-policy # show detail
#Creating a Local Disk Configuration Policy
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile slot_4
UCS-A /org/service-profile # set local-disk-policy FF-off
UCS-A /org/service-profile* #
UCS-A/org/service-profile* # associate server 1/4
UCS-A/org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile # show detail
#Creating a FlexFlash On policy
UCS-A /org # top
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create local-disk-config-policy FF-ON
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # set flexflash-state enable
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # set flexflash-raid-reporting-state
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/local-disk-config-policy #
UCS-A /org/local-disk-config-policy #
UCS-A /org/local-disk-config-policy # show detail

enable

UCS-A /org # top
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile slot_4
UCS-A /org/service-profile # set local-disk-policy FF-ON
UCS-A /org/service-profile* #
UCS-A /org/service-profile* # associate server 1/4
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile # show detail
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FlexFlash SD カードのサポートのイネーブル化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
指定したローカル ディスク設定ポリシー モー
local-disk-config-policy policy-name ドを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/local-disk-config-policy FlexFlash SD カードのサポートをイネーブルに
# set flexflash-state {enable |
するかを指定します。
disable}

ステップ 4

UCS-A /org/local-disk-config-policy FlexFlash RAID レポートのサポートをイネーブ
# set flexflash-raid-reporting-state ルにするかを指定します。
{enable | disable}
（注）
インストールされている SD カード
が 1 つだけの場合、FlexFlash インベ
ントリに RAID 状態が [無効
（Disabled）]、RAID ヘルスが [適用
しない（NA）] と表示されます。

ステップ 5

UCS-A /org/local-disk-config-policy トランザクションをシステムにコミットしま
# commit-buffer
す。

次の例では、ローカル ディスク設定ポリシー デフォルトの FlexFlash SD カードのサポートおよび
FlexFlash RAID レポート ステートをイネーブルにし、システムへのトランザクションをコミット
する方法を示します。
UCS-A# scope org/
UCS-A /org # scope local-disk-config-policy default
UCS-A /org/local-disk-config-policy #set flexflash-state enable
UCS-A /org/local-disk-config-policy# #set flexflash-raid-reporting-state enable
UCS-A /org/local-disk-config-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/local-disk-config-policy #

FlexFlash SD カードのサポートのディセーブル化
この手順では、ローカル ディスク ポリシー内の FlexFlash のサポートをディセーブルにする方法
について説明します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A #scope org {/ | org-name)

入力した組織の組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
local-disk-config-policy policy-name

入力したポリシー名のローカル ディスク
ポリシー設定モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/local-disk-config-policy # ローカル ディスク ポリシー内の FlexFlash
set flexflash-state disable
SD カードのサポートを無効にします。

ステップ 4

UCS-A /org/local-disk-config-policy # トランザクションをシステムにコミット
commit-buffer
します。

次の例のスコープは、ルート組織、デフォルト ローカル ディスク設定ポリシーの順であり、
FlexFlash SD カードのサポートを無効にし、トランザクションをシステムにコミットします。
UCS-A# scope org/
UCS-A /org # scope local-disk-config-policy default
UCS-A /org/local-disk-config-policy set flexflash-state disable
UCS-A /org/local-disk-config-policy #* commit-buffer
UCS-A /org/local-disk-config-policy #

自動同期のイネーブル化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassis chassis-num 指定したシャーシでシャーシ モードを開始し
ます。

ステップ 2

UCS-A /chassis # scope server
server-num

サーバ シャーシ モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server # scope
flexflash-controller controller-id

FlexFlash コントローラ サーバ シャーシ モード
を開始します。

ステップ 4

UCS-A
同期していない場合は、選択されたスロット番
/chassis/server/flexflash-controller # 号のカードをプライマリとして使用して SD
pair primary_slot_number
カードを再同期します。次のいずれかになりま
す。
• 1：スロット 1 の SD カードがプライマリ
として使用されます。
• 2：スロット 2 の SD カードがプライマリ
として使用されます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミットし
/chassis/server/flexflash-controller # ます。
commit-buffer

次の例は、スロット 2 の SD カードをプライマリとして使用して再同期する方法を示しています。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope flexflash-controller 1
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller # pair 2
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller #

FlexFlash カードのフォーマット
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassis chassis-num

指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis # scope server
server-num

サーバ シャーシ モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server # scope
flexflash-controller controller-id

FlexFlash コントローラ サーバ シャーシ
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server/flexflash-controller SD カードをフォーマットします。
# format

ステップ 5

UCS-A /chassis/server/flexflash-controller トランザクションをシステム設定にコ
# commit-buffer
ミットします。

次に、FlexFlash コントローラをフォーマットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope flexflash-controller 1
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller # format
Warning: When commited, UCSM will format the SD Cards.
This will completely erase the data on the SD Cards!!
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller #
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FlexFlash コントローラのリセット
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassis chassis-num

指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis # scope server
server-num

サーバ シャーシ モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server # scope
flexflash-controller controller-id

FlexFlash コントローラ サーバ シャーシ
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A
指定された FlexFlash コントローラをリ
/chassis/server/flexflash-controller # reset セットします。

ステップ 5

UCS-A
/chassis/server/flexflash-controller #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次の例では、FlexFlash コントローラをリセットする方法を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope flexflash-controller 1
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller # reset
Warning: When commited, UCSM will reset the FlexFlash Controller.
This will cause the host OS to lose connectivity to the SD Cards.
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller #

FlexFlash コントローラのステータスの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassis chassis-num

指定したシャーシでシャーシ モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis # scope server
server-num

サーバ シャーシ モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server # scope
flexflash-controller controller-id

FlexFlash コントローラ サーバ シャーシ
モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

UCS-A /chassis/server/flexflash-controller 詳細な FlexFlash コントローラのプロパ
# show detail expand
ティを表示します。

次の例は、FlexFlash コントローラと SD カードのステータスを示しています。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope server 1
UCS-A /chassis/server # scope flexflash-controller 1
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller # show detail expand
FlexFlash Controller:
ID: 1
Type: SD
FlexFlash Type: FX3S
Vendor: Cypress
Model: FX3S
Serial: NA
Firmware Version: 1.3.2 build 158
Controller State: Connected Partition Over USB To Host
Controller Health: Old Firmware Running
RAID State: Enabled Paired
RAID Health: OK
Physical Drive Count: 2
Virtual Drive Count: 1
RAID Sync Support: Supported
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason:
Presence: Equipped
Current Task:
FlexFlash Card:
Controller Index: 1
Slot Number: 1
Vendor: SE32G
Model: SE32G
HW Rev: 8.0
Serial: 0xa2140794
Manufacturer ID: 3
OEM ID: SD
Manufacturer Date: 2/14
Size (MB): 30436
Block Size: 512
Card Type: FX3S configured
Write Enabled: Not Write Protected
Card Health: OK
Card Mode: Secondary Active
Operation State: Raid Partition
Card State: Active
Write IO Error Count: 0
Read IO Error Count: 0
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason:
Presence: Equipped
FlexFlash Card Drive:
Name: Hypervisor
Size (MB): 30432
Removable: Yes
Operability: Operable
Operation State: Raid Partition
Controller Index: 1
Slot Number: 2
Vendor: SE32G
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Model: SE32G
HW Rev: 8.0
Serial: 0xa2140742
Manufacturer ID: 3
OEM ID: SD
Manufacturer Date: 2/14
Size (MB): 30436
Block Size: 512
Card Type: FX3S configured
Write Enabled: Not Write Protected
Card Health: OK
Card Mode: Primary
Operation State: Raid Partition
Card State: Active
Write IO Error Count: 0
Read IO Error Count: 0
Operability: Operable
Oper Qualifier Reason:
Presence: Equipped
FlexFlash Card Drive:
Name: Hypervisor
Size (MB): 30432
Removable: Yes
Operability: Operable
Operation State: Raid Partition
Local Disk Config Definition:
Mode: Any Configuration
Description:
Protect Configuration: Yes
UCS-A /chassis/server/flexflash-controller #

スクラブ ポリシー
スクラブ ポリシーの設定
このポリシーは、ディスカバリ プロセス中にサーバのローカル データおよび BIOS 設定に何が起
こるか、サーバがいつ再認識されるか、またはサーバとサービス プロファイルの関連付けがいつ
解除されるかを決定します。

（注）

ローカル ディスク スクラブ ポリシーは、Cisco UCS Manager によって管理されるハード ドラ
イブにのみ適用され、USB ドライブなど他のデバイスには適用されません。
スクラブ ポリシーの設定に応じて、以下の処理が行われます。
ディスク スクラブ
関連付けが解除された場合は、すべてのローカル ドライブのデータに対して次のいずれかの処理
が実行されます。
• 有効になっている場合、ローカル ドライブ上のすべてのデータが破棄されます。
• 無効になっている場合、ローカル ドライブ上のすべてのデータが保持されます（ローカル
ストレージ設定を含む）。
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BIOS 設定スクラブ
スクラブ ポリシーを含むサービス プロファイルとサーバとの関連付けが解除された場合は、BIOS
設定に対して次のいずれかの処理が実行されます。
• 有効になっている場合は、サーバのすべての BIOS 設定が消去され、サーバ タイプとベン
ダーに応じた BIOS のデフォルトにリセットされます。
• 無効になっている場合は、サーバの既存の BIOS 設定が保持されます。
FlexFlash スクラブ
FlexFlash スクラブにより、新規またはデグレードした SD カードの組み合わせ、FlexFlash メタデー
タの設定エラーの解決、および 4 パーティションの旧式 SD カードから単一パーティションの SD
カードへの移行を実行できます。スクラブポリシーを含むサービスプロファイルとサーバとの関
連付けが解除された場合、またはサーバが再認識された場合は、SD カードに対して次のいずれか
の処理が実行されます。
• 有効になっている場合は、PNUOS フォーマット ユーティリティにより SD カードの HV パー
ティションがフォーマットされます。SD カードが 2 枚ある場合、それらカードは RAID-1 ペ
アになっており、両方のカードの HV パーティションが有効と見なされます。スロット 1 の
カードはプライマリ、スロット 2 のカードはセカンダリと見なされます。
• 無効になっている場合は、既存の SD カード設定が保持されます。

（注）

• FlexFlash スクラブを行うと SD カードの HV パーティションが消去されるため、FlexFlash
スクラブを実行する前に、適切なホスト オペレーティング システム ユーティリティを使
用して SD カードの完全バックアップを行うことを推奨します。
• サービス プロファイルのメタデータ設定の不具合を解決するには、FlexFlash スクラブを
実行する前にローカル ディスク設定ポリシーの FlexFlash を無効にして、サーバが再認識
された後に FlexFlash を有効にする必要があります。
• ペアリングが完了するか、またはメタデータの不具合が解決したら、ただちにスクラブ
ポリシーを無効にしてください。
• Cisco UCS S3260 ストレージ サーバ では FlexFlash スクラブはサポートされません。
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スクラブ ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー
ドを開始するには、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
スクラブ ポリシーを指定されたポリシー名で作成し、組織
scrub-policy policy-name スクラブ ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/scrub-policy （任意）
# set descr description
スクラブ ポリシーの説明を記入します。
（注）

ステップ 4

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含
まれている場合は、説明を引用符で括る必要が
あります。引用符は、show コマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

UCS-A /org/scrub-policy 次のように、このスクラブ ポリシーを使用するサーバでの
# set disk-scrub {no | yes} ディスク スクラブをイネーブル化またはディセーブル化し
ます。
• 有効になっている場合、ローカル ドライブ上のすべ
てのデータが破棄されます。
• 無効になっている場合、ローカル ドライブ上のすべ
てのデータが保持されます（ローカル ストレージ設
定を含む）。

ステップ 5

UCS-A /org/scrub-policy 次のように、このスクラブ ポリシーを使用するサーバでの
# set bios-settings-scrub BIOS 設定スクラブをイネーブル化またはディセーブル化
{no | yes}
します。
• 有効になっている場合は、サーバのすべての BIOS 設
定が消去され、サーバタイプとベンダーに応じたBIOS
のデフォルトにリセットされます。
• 無効になっている場合は、サーバの既存の BIOS 設定
が保持されます。

ステップ 6

UCS-A /org/scrub-policy 次のように、このスクラブ ポリシーを使用するサーバでの
# set flexflash-scrub {no flexflash スクラブをイネーブル化またはディセーブル化し
| yes}
ます。
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コマンドまたはアク
ション

目的
• 有効になっている場合は、PNUOS フォーマット ユー
ティリティにより SD カードの HV パーティションが
フォーマットされます。SD カードが 2 枚ある場合、
それらカードは RAID-1 ペアになっており、両方の
カードの HV パーティションが有効と見なされます。
スロット 1 のカードはプライマリ、スロット 2 のカー
ドはセカンダリと見なされます。
• 無効になっている場合は、既存の SD カード設定が保
持されます。

ステップ 7

UCS-A /org/scrub-policy トランザクションをシステム設定にコミットします。
# commit-buffer

次の例は、ScrubPolicy2 という名前のスクラブ ポリシーを作成し、スクラブ ポリシーを使用する
サーバでディスクのスクラブをイネーブルにし、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create scrub-policy ScrubPolicy2
UCS-A /org/scrub-policy* # set descr "Scrub disk but not BIOS."
UCS-A /org/scrub-policy* # set disk-scrub yes
UCS-A /org/scrub-policy* # set bios-settings-scrub no
UCS-A /org/scrub-policy* # set flexflash-scrub no
UCS-A /org/scrub-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/scrub-policy #

スクラブ ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete scrub-policy 指定したスクラブ ポリシーを削除します。
policy-name

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer
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次に、ScrubPolicy2 という名前のスクラブ ポリシーを削除し、トランザクションをコミットする
例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete scrub-policy ScrubPolicy2
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

DIMM エラー管理の設定
DIMM の修正可能なエラー処理
Cisco UCS Manager では、DIMM が事前定義されたウィンドウにおいて修正可能な重大エラーに遭
遇した場合、ステータスが [低下（Degraded）] と表され、機能しないデバイスと見なされます。
DIMM の修正可能なエラー処理機能により、サーバ内のすべての DIMM に関する修正可能および
修正不可能なメモリエラーをすべてリセットできます。エラー設定をリセットすると、当該DIMM
のエラー数はクリアされ、ステータスは操作可能に変わり、該当 DIMM のセンサー状態がリセッ
トされます。

メモリ エラーのリセット
Cisco UCS Manager とベースボード管理コントローラ（BMC）で発生したすべての修正可能およ
び修正不可能なメモリ エラーをリセットするには、この手順を使用します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassis chassis-num

指定したシャーシでシャーシ モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A/chassis # scope server
server-num

指定したサーバのサーバ モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A/chassis/server #
reset-all-memory-errors

サーバ内のすべての DIMM で発生した修正
可能および修正不可能なエラーをリセット
します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server* #
commit-buffer

保留中のすべてのトランザクションをコ
ミットします。

次に、選択されたメモリ ユニットのメモリ エラーをリセットする例を示します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A/chassis # scope server 1
UCS-A/chassis/server # reset-all-memory-errors
UCS-A/chassis/server* # commit-buffer
UCS-A/chassis/server #
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DIMM のブラックリスト化
Cisco UCS Manager 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。メモリ テストの実行中に BIOS で修正不可能なメモリ エラーに遭
遇した場合、DIMM は不良としてマークされます。不良な 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 UCS Manager はメモリ テスト実行メッセージ
をモニタし、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、ホストは修正不可能な ECC エラーに遭遇した DIMM をマップから外すことが
できます。

DIMM のブラックリストのイネーブル化
メモリ ポリシーは、Cisco UCS ドメイン の既存のサーバ、およびメモリ ポリシーを設定した後で
追加されたサーバに適用できるグローバル ポリシーです。

（注）

• この機能は、Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバおよび UCS C シリーズ ラック サー
バの両方でサポートされています。

（注）

Cisco UCS C シリーズ 420 M3 ラック サーバはこの機能をサポートしていませ
ん。

• このグローバル ポリシーをサービス プロファイルに追加することはできません。

はじめる前に
• Cisco B シリーズ ブレード サーバの場合、サーバ ファームウェアはリリース 2.2(1) 以降のリ
リースである必要があります。
• シスコ C シリーズ ラック サーバの場合、サーバ ファームウェアはリリース 2.2(3) である必
要があります。
• 次の権限のいずれかでログインする必要があります。
◦ Admin
◦ サーバ ポリシー
◦ サーバ プロファイルのサーバ ポリシー

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
350

サーバ関連ポリシーの設定
Serial over LAN ポリシー

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
memory-config-policy default

グローバル メモリ ポリシーのメモリ ポリシー
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/memory-config-policy DIMM のブラックリストは、ドメイン レベル ポ
# set blacklisting enabled
リシーで有効化され、これらの変更は、その特
定のドメイン内のすべてのサーバに適用されま
す。
（注）
サーバの Cisco IMC が DIMM のブラッ
クリストをサポートしない場合、情報
レベルのエラーが生成されます。

ステップ 4

UCS-A
/org/memory-config-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットし
ます。

次に、DIMM のブラックリストをイネーブルにする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /chassis/org # scope memory-config-policy default
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy # set blacklisting enabled
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy* # commit-buffer
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy #
UCS-A /chassis/org/memory-config-policy # show detail
Memory Config Policy:
Blacklisting: enabled

Serial over LAN ポリシー
Serial over LAN ポリシーの概要
このポリシーは、このポリシーを使用するサービス プロファイルと関連付けられているすべての
サーバに対する Serial over LAN 接続の設定を行います。デフォルトでは、Serial over LAN 接続は
無効になります。
Serial over LAN ポリシーを実装する場合は、IPMI プロファイルも作成することをお勧めします。
このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また、このサービスプロファ
イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。
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Serial over LAN ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name に / を入力
します。

ステップ 2

UCS-A /org # create sol-policy Serial over LAN ポリシーを作成し、組織 Serial over
policy-name
LAN ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/sol-policy # set
descr description

（任意）
ポリシーの説明を記します。
（注）

説明にスペース、特殊文字、または句読
点が含まれている場合は、説明を引用符
で括る必要があります。引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示
されません。

ステップ 4

UCS-A /org/sol-policy # set
speed {9600| 19200 | 38400 |
57600 | 115200 }

ステップ 5

UCS-A /org/sol-policy # {disable Serial over LAN ポリシーをディセーブルまたはイ
| enable}
ネーブルにします。デフォルトでは、Serial over
LAN ポリシーはディセーブルです。ポリシーを適
用する前にイネーブルにする必要があります。

ステップ 6

UCS-A /org/sol-policy #
commit-buffer

シリアル ボー レートを指定します。

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

次に、Sol115200 という名前の Serial over LAN ポリシーを作成し、ポリシーの説明を指定し、速
度を 115200 ボーに設定し、ポリシーをイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示
します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create sol-policy Sol115200
UCS-A /org/sol-policy* # set descr "Sets serial over LAN policy to 115200 baud."
UCS-A /org/sol-policy* # set speed 115200
UCS-A /org/sol-policy* # enable
UCS-A /org/sol-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/sol-policy #
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Serial over LAN ポリシーの表示
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope org org-name 指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織
モードを開始するには、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # show sol-policy （create sol-config コマンドで設定された）Serial over
policy-name
LAN 定義を表示します。Serial over LAN 定義が設定さ
れていない場合、およびポリシーが（set sol-policy コ
マンドを使用して）設定されている場合、ポリシーが
表示されます。

次に、Sol115200 という Serial over LAN ポリシーの Serial over LAN 情報を表示する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # show sol-policy Sol115200 detail
SOL Policy:
Name: Sol115200
SOL State: Enable
Speed: 115200
Description:
Policy Owner: Local
UCS-A /org # show sol-policy Sol115200
SOL Policy:
Name
SOL State Speed
--------------------------------------Sol115200
Enable
115200
UCS-A /org #

Serial over LAN ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete sol-policy
policy-name

指定された Serial over LAN ポリシーを削除し
ます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、Sol115200 という名前の Serial over LAN ポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete sol-policy Sol115200
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

サーバ自動構成ポリシー
サーバ自動構成ポリシーの概要
Cisco UCS Manager では、このポリシーを使用して、新しいサーバの設定方法を決定します。サー
バ自動構成ポリシーを作成すると、新しいサーバの起動時に次の処理が行われます。
1 サーバに対してサーバ自動構成ポリシーの資格認定が実行されます。
2 必要な資格を満たしている場合、サーバは、サーバ自動構成ポリシーで設定されたサービス プ
ロファイル テンプレートから作成されたサービス プロファイルと関連付けられます。そのサー
ビス プロファイルの名前は、Cisco UCS Manager によって付与されるサーバの名前に基づきま
す。
3 サービス プロファイルは、サーバ自動構成ポリシーで設定された組織に割り当てられます。

サーバ自動構成ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
server-autoconfig-policy
policy-name

サーバ自動構成ポリシーを指定されたポリシー
名で作成し、組織サーバ自動構成ポリシー モー
ドを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A
（任意）
/org/server-autoconfig-policy # set ポリシーの説明を記します。
descr description
（注）
説明にスペース、特殊文字、または句
読点が含まれている場合は、説明を引
用符で括る必要があります。引用符
は、show コマンド出力の説明フィー
ルドには表示されません。

ステップ 4

UCS-A
（任意）
/org/server-autoconfig-policy # set サーバを使用する組織を指定します。
destination org org-name

ステップ 5

UCS-A
（任意）
/org/server-autoconfig-policy # set サーバの資格認定にサーバ プール ポリシー資格
qualifier server-qual-name
情報を使用するように指定します。

ステップ 6

UCS-A
（任意）
/org/server-autoconfig-policy # set サーバのサービス プロファイル インスタンスを
template profile-name
作成するために使用するサービス プロファイル
テンプレートを指定します。

ステップ 7

UCS-A
/org/server-autoconfig-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットし
ます。

次の例は、AutoConfigFinance というサーバ自動構成ポリシーを作成し、ポリシーに説明を加え、
宛先組織として finance を、サーバ プール ポリシー資格情報として ServPoolQual22 を、サービス
プロファイル テンプレートとして ServTemp2 を指定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create server-autoconfig-policy AutoConfigFinance
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set descr "Server Autoconfiguration Policy for
Finance"
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set destination org finance
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set qualifier ServPoolQual22
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # set template ServTemp2
UCS-A /org/server-autoconfig-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/server-autoconfig-policy #
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サーバ自動構成ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete
server-autoconfig-policy
policy-name

指定されたサーバ自動構成ポリシーを削除し
ます。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、AutoConfigFinance という名前のサーバ自動構成ポリシーを削除し、トランザクション
をコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete server-autoconfig-policy AutoConfigFinance
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

サーバ ディスカバリ ポリシー
サーバ ディスカバリ ポリシーの概要
サーバ ディスカバリ ポリシーにより、新しい UCS ブレード サーバや UCS Mini を追加したとき
の UCS Manager の対応方法を定義します。サーバ ディスカバリ ポリシーを作成する場合、サー
バがシャーシに追加されたときに、システムにより詳細なディスカバリを行うのか、またはユー
ザがまず新しいサーバを確認する必要があるのかどうかを制御できます。デフォルトでは、シス
テムにより完全なディスカバリが実行されます。
サーバディスカバリポリシーを作成した場合は、新しいサーバを起動すると次の処理が行われま
す。
1 サーバ ディスカバリ ポリシー資格情報はサーバに対して実行されます。
2 サーバが必要な資格情報と一致する場合、Cisco UCS Manager はサーバに次の処理を適用しま
す。
• この処理に関して選択されたオプションに応じて、UCS Manager が新しいサーバをただち
に検出するか、または新しいサーバに対するユーザの確認応答を待機する
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• サーバにスクラブ ポリシーを適用する
ハードウェアの挿入、削除、または交換によって自動的に詳細なディスカバリがトリガーされる
と、以下が実行されます。
1 サーバが「保留アクティビティ」リストに移動されます。
2 サーバで重大なハードウェア不一致エラーが発生し、ハードウェアの不一致が UCSM により
検出されたことが示されます。
3 詳細なディスカバリをトリガーするには、サーバを明示的に認識する必要があります。

重要

Cisco UCS Manager リリース 2.2(4) では、ブロック サイズが 4K のドライブはブレード サーバ
ではサポートされませんが、ラックマウント サーバではサポートされます。ブロック サイズ
が 4 K のドライブがブレード サーバに挿入された場合、検出は失敗し、次のエラー メッセー
ジが表示されます。
「システムから SCSI デバイス情報を取得できません（Unable to get Scsi Device
Information from the system）」
このエラーが発生した場合は、次の手順を実行します。
1 4 K のドライブを取り外します。
2 サーバを再認識します。
サーバを再認識するとサーバがリブートし、その結果、サービスが失われます。

サーバ ディスカバリ ポリシーの設定
はじめる前に
このポリシーとサーバ プールを関連付ける予定がある場合は、サーバ プール ポリシー資格情報
を作成します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。
（注）

シャーシディスカバリポリシーは、ルー
ト組織からしかアクセスできません。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # create
サーバ ディスカバリ ポリシーを指定されたポリ
server-disc-policy policy-name シー名で作成し、組織サーバ ディスカバリ ポリ
シー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-disc-policy # システムが新しいサーバの検出を試みるタイミン
set action {diag | immediate | グを指定します。
user-acknowledged}

ステップ 4

UCS-A /org/chassis-disc-policy （任意）
#set descr description
サーバ ディスカバリ ポリシーに説明を加えます。
（注）

説明にスペース、特殊文字、または句読
点が含まれている場合は、説明を引用符
で括る必要があります。引用符は、show
コマンド出力の説明フィールドには表示
されません。

ステップ 5

UCS-A /org/server-disc-policy # （任意）
set qualifier qualifier
指定されたサーバ プール ポリシー資格情報をこの
ポリシーとサーバ プールを関連付けるために使用
します。

ステップ 6

UCS-A /org/server-disc-policy # このポリシーが使用するスクラブ ポリシーを指定
set scrub-policy
します。スクラブ ポリシーは、検出時にサーバの
ディスク ドライブをきれいにスクラブするかどう
かを定義します。

ステップ 7

UCS-A /org/server-disc-policy # トランザクションをシステム設定にコミットしま
commit-buffer
す。

次の例は、ServDiscPolExample という名前のサーバ ディスカバリ ポリシーを作成し、すぐに新し
いサーバを検出するように設定し、ポリシーについて説明を加え、サーバプールポリシー資格情
報とスクラブ ポリシーを指定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create server-disc-policy ServDiscPolExample
UCS-A /org/server-disc-policy* # set action immediate
UCS-A /org/server-disc-policy* # set descr "This is an example server discovery policy."
UCS-A /org/server-disc-policy* # set qualifier ExampleQual
UCS-A /org/server-disc-policy* # set scrub-policy NoScrub
UCS-A /org/server-disc-policy # commit-buffer

次の作業
サーバ ディスカバリ ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方
に含めます。
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サーバ ディスカバリ ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # Delete
server-disc-policy policy-name

指定したサーバ ディスカバリ ポリシーを削
除します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-disc-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、ServDiscPolExample という名前のサーバ ディスカバリ ポリシーを削除し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete server-disc-policy ServDiscPolExample
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

ハードウェア変更検出ポリシー
ハードウェア変更検出は、ハードウェア コンポーネントの変更が生じた場合の Cisco UCS Manager
の動作を設定するためのグローバル ポリシーです。ポリシーには次の 2 つの値があります。
• [ユーザ確認済み（User Acknowledged）]：ハードウェア インベントリ不一致エラーをすべて
クリアするには、サーバを確認する必要があります。
• [自動確認応答（Auto Acknowledged）]：ハードウェア コンポーネントの変更が検出される
と、自動の詳細なディスカバリがトリガーされます。
UCSM がサーバ ハードウェア コンポーネントの変更を検出すると、クリティカル ハードウェア
インベントリ不一致エラーがサーバで発生します。エラーをクリアしてハードウェア インベント
リを完了するには、手動でサーバを確認する必要があります。サーバを確認すると、詳細なディ
スカバリと詳細な関連付けがトリガーされます。
ラックサーバの場合、エラーをクリアしてハードウェアインベントリを完了するには、サーバを
解放してから、再稼働する必要があります。
ハードウェア インベントリ不一致エラーがある場合には、ポリシーを変更できません。
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ハードウェア変更検出ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org /

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
組織のハードウェア変更検出ポリシー
server-hwchange-disc-policy policy-name モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-hwchange-disc-policy システムが新しいサーバの検出を試み
# set action { | auto-acknowledged |
るタイミングを指定します。
user-acknowledged}

ステップ 4

UCS-A /org/server-hwchange-disc-policy 使用するハードウェア変更検出ポリ
# set action auto-acknowledged
シーを指定します。

ステップ 5

UCS-A /org/server-hwchange-disc-policy トランザクションをシステム設定にコ
# commit-buffer
ミットします。

次の例では、ハードウェア変更検出ポリシーを設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-hwchange-disc-policy
UCS-A /org/server-hwchange-disc-policy # set action
UCS-A /org/server-hwchange-disc-policy # set action auto-acknowledged
UCS-A /org/server-hwchange-disc-policy # commit-buffer

ハードウェア変更検出ポリシーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org.

ルート組織モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
server-hwchange-disc-policy
policy-name

組織のハードウェア変更検出ポリシー
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-hwchange-disc-policy ハードウェア変更検出ポリシー設定を
# show detail
表示します。

次に、ポリシー設定を表示する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-hwchange-disc-policy
UCS-A /org/server-hwchange-disc-policy # show detail
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サーバ継承ポリシー
サーバ継承ポリシーの概要
このポリシーは、サーバ用のサービス プロファイルを作成するために、サーバ ディスカバリ プ
ロセス中に呼び出されます。このポリシーから作成されたサービス プロファイルはすべて、製造
元でブレードに設定された値を使用します。このポリシーは次の機能を実行します。
• サーバのインベントリの分析
• 選択された組織へのサーバの割り当て（設定されている場合）
• 製造元でサーバに設定された ID を使って、このサーバのサービス プロファイルを作成
このポリシーを使って作成したサービス プロファイルは他のサーバに移行できません。

サーバ継承ポリシーの設定
VIC アダプタが搭載されたブレード サーバまたはラックマウント サーバ（Cisco UCS M81KR 仮
想インターフェイスカードなど）、サーバのアイデンティティ値が製造時にサーバハードウェア
に書き込まれていません。その結果、アダプタのアイデンティティは、デフォルト プールから取
得する必要があります。デフォルト プールに、サーバに割り当てるのに十分なエントリが格納さ
れていない場合、サービス プロファイルの関連付けが設定エラーで失敗します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
サーバ継承ポリシーを指定されたポリシー名で
server-inherit-policy policy-name 作成し、組織サーバ継承ポリシーモードを開始
します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-inherit-policy # （任意）
set descr description
ポリシーの説明を記します。
（注）

説明にスペース、特殊文字、または句
読点が含まれている場合は、説明を引
用符で括る必要があります。引用符
は、show コマンド出力の説明フィー
ルドには表示されません。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

UCS-A /org/server-inherit-policy # （任意）
set destination org org-name
サーバを使用する組織を指定します。

ステップ 5

UCS-A /org/server-inherit-policy # （任意）
set qualifier server-qual-name
サーバの資格認定にサーバ プール ポリシー資格
情報を使用するように指定します。

ステップ 6

UCS-A /org/server-inherit-policy # トランザクションをシステム設定にコミットし
commit-buffer
ます。

次の例は、InheritEngineering という名前のサーバ継承ポリシーを作成し、ポリシーに説明を加え、
宛先組織として engineering を、サーバ プール ポリシー資格情報として ServPoolQual22 を指定し、
トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create server-inherit-policy InheritEngineering
UCS-A /org/server-inherit-policy* # set descr "Server Inheritance Policy for Engineering"
UCS-A /org/server-inherit-policy* # set destination org engineering
UCS-A /org/server-inherit-policy* # set qualifier ServPoolQual22
UCS-A /org/server-inherit-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/server-inherit-policy #

サーバ継承ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete
server-inherit-policy policy-name

指定されたサーバ継承ポリシーを削除しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、InheritEngineering という名前のサーバ継承ポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete server-inherit-policy InheritEngineering
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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サーバ プール ポリシー
サーバ プール ポリシーの概要
このポリシーはサーバ ディスカバリ プロセス中に呼び出されます。これは、サーバ プール ポリ
シー資格情報により、サーバと、ポリシーで指定されたターゲット プールが一致した場合にどの
ような処理が行われるかを定義します。
サーバが複数のプールに適合したときに、これらのプールにサーバ プール ポリシーがあった場
合、このサーバはこれらすべてのプールに追加されます。

サーバ プール ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name に / を入力
します。

ステップ 2

UCS-A /org # create
pooling-policy policy-name

サーバ プール ポリシーを指定された名前で作成
し、組織プール ポリシー モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/pooling-policy # set （任意）
descr description
サーバ プール ポリシーに説明を加えます。
（注）

説明にスペース、特殊文字、または句
読点が含まれている場合は、説明を引
用符で括る必要があります。引用符は、
show コマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

ステップ 4

UCS-A /org/pooling-policy # set サーバ プール ポリシーで使用するサーバ プール
pool pool-distinguished-name
を指定します。プールの完全識別名を指定する必
要があります。

ステップ 5

UCS-A /org/pooling-policy # set サーバ プール ポリシーで使用するサーバ プール
qualifier qualifier-name
修飾子を指定します。

ステップ 6

UCS-A /org/pooling-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。
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次の例は、ServerPoolPolicy4 という名前のサーバ プール ポリシーを作成し、トランザクションを
コミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create pooling-policy ServerPoolPolicy4
UCS-A /org/pooling-policy* # set pool org-root/compute-pool-pool3
UCS-A /org/pooling-policy* # set qualifier ServPoolQual8
UCS-A /org/pooling-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/pooling-policy #

サーバ プール ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / と入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete pooling-policy 指定したサーバ プール ポリシーを削除しま
policy-name
す。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ServerPoolPolicy4 という名前のサーバ プール ポリシーを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete pooling-policy ServerPoolPolicy4
UCS-A /org/pooling-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/pooling-policy #

サーバ プール ポリシー資格情報
サーバ プール ポリシー資格情報の概要
このポリシーは、ディスカバリ プロセス中に実行されたサーバのインベントリに基づいて、サー
バを資格認定します。資格情報は、サーバが選択基準を満たすかどうかを判断するために、ポリ
シーで設定されたルールです。たとえば、データセンター プールのサーバの最小メモリ容量を指
定するルールを作成できます。
資格情報は、サーバプールポリシーだけではなく、その他のポリシーでも、サーバを配置するた
めに使用されます。たとえば、サーバがある資格ポリシーの基準を満たしている場合、このサー
バを 1 つ以上のサーバ プールに追加したり、自動的にサービス プロファイルと関連付けたりでき
ます。
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サーバ プール ポリシー資格情報を使用すると、次の基準に従ってサーバを資格認定できます。
• アダプタのタイプ
• シャーシの場所
• メモリのタイプと設定
• 電源グループ
• CPU のコア数、タイプ、および設定
• ストレージの設定と容量
• サーバのモデル
実装によっては、サーバプールポリシー資格情報を使用して、次を含む複数のポリシーを設定す
る必要があります。
• 自動構成ポリシー
• シャーシ ディスカバリ ポリシー
• サーバ ディスカバリ ポリシー
• サーバ継承ポリシー
• サーバ プール ポリシー

サーバ プール ポリシー資格情報の作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create server-qual サーバ プール資格情報を指定された名前で作
server-qual-name
成し、組織サーバ資格情報モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットし
ます。

次の例は、ServPoolQual22 という名前のサーバ プール資格情報を作成し、トランザクションをコ
ミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create server-qual ServPoolQual22
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UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

次の作業
次のサーバ コンポーネントの 1 つ以上の資格情報を設定します。
• アダプタ資格情報
• シャーシ資格情報
• メモリ資格情報
• 電源グループ資格情報
• プロセッサ資格情報
• ストレージ資格情報

サーバ プール ポリシーの資格情報の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete server-qual
server-qual-name

指定されたサーバ プール資格情報を削除し
ます。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、ServPoolQual22 という名前のサーバ プール資格情報を削除し、トランザクションをコ
ミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # delete server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

アダプタ資格情報の作成
はじめる前に
サーバ プール ポリシー資格情報を作成します。

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
366

サーバ関連ポリシーの設定
アダプタ資格情報の作成

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組
織モードを開始するには、org-name に / を入力しま
す。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual 指定したサーバ プール ポリシー資格情報で組織サー
server-qual-name
バ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # create アダプタ資格情報を作成し、組織サーバ資格情報ア
adapter
ダプタ モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual/adapter 指定されたアダプタ タイプのアダプタ容量資格を作
# create cap-qual adapter-type 成して、組織サーバ資格アダプタ容量資格情報モー
ドを開始します。adapter-type 引数には、次の任意の
値を設定できます。
• fcoe：Fibre Channel over Ethernet
• non-virtualized-eth-if：非仮想化イーサネット イ
ンターフェイス
• non-virtualized-fc-if：非仮想化ファイバ チャネ
ル インターフェイス
• path-encap-consolidated：パス カプセル化統合
• path-encap-virtual：パス カプセル化仮想
• protected-eth-if：保護されたイーサネット イン
ターフェイス
• protected-fc-if：保護されたファイバ チャネル イ
ンターフェイス
• protected-fcoe：保護された Fibre Channel over
Ethernet
• virtualized-eth-if：仮想化イーサネット インター
フェイス
• virtualized-fc-if：仮想化ファイバ チャネル イン
ターフェイス
• virtualized-scsi-if：仮想化 SCSI インターフェイ
ス

ステップ 5

UCS-A
選択したアダプタ タイプの最大容量を指定します。
/org/server-qual/adapter/cap-qual
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コマンドまたはアクション

目的

# set maximum {max-cap |
unspecified}
ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミットします。
/org/server-qual/adapter/cap-qual
# commit-buffer

次の例では、非仮想化イーサネット インターフェイスのアダプタ資格情報を作成して設定し、ト
ランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create adapter
UCS-A /org/server-qual/adapter* # create cap-qual non-virtualized-eth-if
UCS-A /org/server-qual/adapter/cap-qual* # set maximum 2500000000
UCS-A /org/server-qual/adapter/cap-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/adapter/cap-qual #

アダプタ資格情報の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に /
を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報で組
織サーバ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # delete
adapter

サーバ プール ポリシー資格情報からアダプタ
資格情報を削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、ServPoolQual22 という名前のサーバ プール ポリシー資格情報からアダプタ資格情報を削除
し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete adapter
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #
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シャーシ資格情報の設定
はじめる前に
サーバ プール ポリシー資格情報を作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を
入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報で組
織サーバ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # create
chassis min-chassis-num
max-chassis-num

指定されたシャーシ範囲のシャーシ資格情報
を作成し、組織サーバ資格情報シャーシ モー
ドを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual/chassis #
create slot min-slot-num
max-slot-num

指定されたスロット範囲のシャーシ スロット
資格情報を作成し、組織サーバ資格情報シャー
シ スロット モードを開始します。

ステップ 5

UCS-A /org/server-qual/chassis/slot トランザクションをシステム設定にコミット
# commit-buffer
します。

次の例は、シャーシ 1 および 2 のスロット 1 ～ 4 にシャーシ資格情報を設定し、トランザクショ
ンをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual* # create chassis 1 2
UCS-A /org/server-qual/chassis* # create slot 1 4
UCS-A /org/server-qual/chassis/slot* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/chassis/slot #

シャーシ資格情報の削除
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。
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目的

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報で
組織サーバ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # delete
chassis min-chassis-num
max-chassis-num

指定されたシャーシ範囲のシャーシ資格情報
を削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、シャーシ 1 および 2 のシャーシ資格情報を削除し、トランザクションをコミットしま
す。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete chassis 1 2
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

CPU 資格情報の作成
はじめる前に
サーバ プール ポリシー資格情報を作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始しま
す。ルート組織モードを開始するに
は、org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情
報で組織サーバ資格情報モードを開始
します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # create cpu

CPU 資格情報を作成し、組織サーバ資
格情報プロセッサ モードを開始しま
す。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual/cpu # set arch
{any | dual-core-opteron | intel-p4-c |
opteron | pentium-4 | turion-64 | xeon |
xeon-mp}

プロセッサのアーキテクチャ タイプを
指定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

UCS-A /org/server-qual/cpu # set maxcores プロセッサの最大コア数を指定しま
{max-core-num | unspecified}
す。

ステップ 6

UCS-A /org/server-qual/cpu # set mincores プロセッサの最小コア数を指定しま
{min-core-num | unspecified}
す。

ステップ 7

UCS-A /org/server-qual/cpu # set
プロセッサの最大数を指定します。
maxprocs {max-proc-num | unspecified}

ステップ 8

UCS-A /org/server-qual/cpu # set minprocs プロセッサの最小数を指定します。
{min-proc-num | unspecified}

ステップ 9

UCS-A /org/server-qual/cpu # set
maxthreads {max-thread-num |
unspecified}

スレッドの最大数を指定します。

ステップ 10

UCS-A /org/server-qual/cpu # set
minthreads {min-thread-num |
unspecified}

スレッドの最小数を指定します。

ステップ 11

UCS-A /org/server-qual/cpu # set stepping プロセッサのステッピング番号を指定
{step-num | unspecified}
します。

ステップ 12

UCS-A /org/server-qual/cpu # set
model-regex regex

プロセッサ名が一致する必要のある正
規表現を指定します。

ステップ 13

UCS-A /org/server-qual/cpu #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次の例は、CPU 資格情報を設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create processor
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set arch xeon
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set maxcores 8
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set mincores 4
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set maxprocs 2
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set minprocs 1
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set maxthreads 16
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set minthreads 8
UCS-A /org/server-qual/cpu* # set stepping 5
UCS-A /org/server-qual/cpu* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/cpu #
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CPU 資格情報の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報で
組織サーバ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # delete cpu プロセッサ資格情報を削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、プロセッサの資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete cpu
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

電源グループ資格情報の作成
はじめる前に
サーバ プール ポリシー資格情報を作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報で
組織サーバ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # create
power-group power-group-name

指定された電源グループ名の電源グループ資
格情報を作成します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、powergroup1 という電源グループの電源グループ資格情報を設定し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create power-group powergroup1
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

電源グループ資格情報の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報で
組織サーバ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # delete
power-group power-group-name

指定された電源グループ資格情報を削除しま
す。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次に、powergroup1 という電源グループの電源グループ資格情報を削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete power-group powergroup1
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #
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メモリ資格情報の作成
はじめる前に
サーバ プール ポリシー資格情報を作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始しま
す。ルート組織モードを開始するには、
org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報
で組織サーバ資格情報モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # create
memory

メモリ資格情報を作成し、組織サーバ資
格情報メモリ モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual/memory # set
clock {clock-num | unspec}

メモリのクロック速度を指定します。

ステップ 5

UCS-A /org/server-qual/memory # set
maxcap {max-cap-num | unspec}

メモリ アレイの最大容量を指定します。

ステップ 6

UCS-A /org/server-qual/memory # set
mincap {min-cap-num | unspec}

メモリ アレイの最小容量を指定します。

ステップ 7

UCS-A /org/server-qual/memory # set
speed {speed-num | unspec}

メモリ データ レートを指定します。

ステップ 8

UCS-A /org/server-qual/memory # set
units {unit-num | unspec}

メモリ ユニット（メモリ基板にマウント
されている DRAM チップ）の数を指定し
ます。

ステップ 9

UCS-A /org/server-qual/memory # set
width {width-num | unspec}

データ バスのビット幅を指定します。

ステップ 10

UCS-A /org/server-qual/memory #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次の例は、メモリ資格情報を作成して設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create memory
UCS-A /org/server-qual/memory* # set clock 1067
UCS-A /org/server-qual/memory* # set maxcap 4096
UCS-A /org/server-qual/memory* # set mincap 2048
UCS-A /org/server-qual/memory* # set speed unspec
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UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/org/server-qual/memory* # set units 16
/org/server-qual/memory* # set width 64
/org/server-qual/memory* # commit-buffer
/org/server-qual/memory #

メモリ資格情報の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報で
組織サーバ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # delete
memory

メモリ資格情報を削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、メモリの資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete memory
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

物理的な資格情報の作成
はじめる前に
サーバ プール ポリシー資格情報を作成します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報で
組織サーバ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # create
physical-qual

物理的な資格情報を作成し、組織サーバ資格
情報物理モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual/physical-qual モデル名が一致する必要のある正規表現を指
# set model-regex regex
定します。

ステップ 5

UCS-A /org/server-qual/physical-qual トランザクションをシステム設定にコミット
# commit-buffer
します。

次の例は、物理的な資格情報を作成して設定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create physical-qual
UCS-A /org/server-qual/physical-qual* # set model-regex
UCS-A /org/server-qual/physical-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/physical-qual #

物理的な資格情報の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報で
組織サーバ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # delete
physical-qual

物理的な資格情報を削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。

次の例は、物理的な資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete physical-qual
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #
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ストレージ資格情報の作成
はじめる前に
サーバ プール ポリシー資格情報を作成します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、
org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報
で組織サーバ資格情報モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # create storage ストレージ資格情報を作成し、組織サーバ
資格情報ストレージモードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual/storage # set ストレージブロックサイズを指定します。
blocksize {block-size-num | unknown}

ステップ 5

UCS-A /org/server-qual/storage # set
diskless {no | unspecified | yes }

使用できるストレージがディスクレスであ
る必要があるかどうかを指定します。

ステップ 6

UCS-A /org/server-qual/storage # set
disktype {hdd | ssd | unspecified}

使用できるディスクのタイプを指定しま
す。次のオプションがあります。
• [未指定（Unspecified）]：どのディス
ク タイプも受け入れ可能です。
• [HDD]：ディスクは HDD にする必要
があります。
• [SSD]：ディスクは SSD（SATA また
は SAS）にする必要があります。

ステップ 7

UCS-A /org/server-qual/storage # set
flexflash-num-cards {ff_card-num |
unknown}

FlexFlash カードの数を指定します。

ステップ 8

UCS-A /org/server-qual/storage # set
maxcap {max-cap-num | unknown}

ストレージ アレイの最大容量を指定しま
す。

ステップ 9

UCS-A /org/server-qual/storage # set
mincap {min-cap-num | unknown}

ストレージ アレイの最小容量を指定しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10

UCS-A /org/server-qual/storage # set
numberofblocks {block-num |
unknown}

ブロック数を指定します。

ステップ 11

UCS-A /org/server-qual/storage # set ディスク単位の容量を指定します。
perdiskcap {disk-cap-num | unknown}

ステップ 12

UCS-A /org/server-qual/storage # set
units {unit-num | unspecified}

ストレージ デバイス数を指定します。

ステップ 13

UCS-A /org/server-qual/storage #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次の例は、ストレージ資格情報を作成および設定し、トランザクションをコミットする方法を示
します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # create storage
UCS-A /org/server-qual/storage* # set blocksize 512
UCS-A /org/server-qual/storage* # set disktype hdd
UCS-A /org/server-qual/storage* # set maxcap 420000
UCS-A /org/server-qual/storage* # set mincap 140000
UCS-A /org/server-qual/storage* # set numberofblocks 287277984
UCS-A /org/server-qual/storage* # set perdiskcap 140000
UCS-A /org/server-qual/storage* # set units 1
UCS-A /org/server-qual/storage* # set flexflash-num-cards 2
UCS-A /org/server-qual/storage* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual/storage #

ストレージ資格情報の削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope server-qual
server-qual-name

指定したサーバ プール ポリシー資格情報で
組織サーバ資格情報モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/server-qual # delete
storage

ストレージ資格情報を削除します。

ステップ 4

UCS-A /org/server-qual/ #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミット
します。
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次の例は、ストレージの資格情報を削除し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope server-qual ServPoolQual22
UCS-A /org/server-qual # delete storage
UCS-A /org/server-qual* # commit-buffer
UCS-A /org/server-qual #

vNIC/vHBA 配置ポリシーの設定
vNIC/vHBA 配置ポリシー
vNIC/vHBA 配置ポリシーは、次のことを決定するために使用されます。
• 仮想ネットワーク インターフェイス接続（vCon）をサーバ上の物理アダプタにマッピングす
る方法。
• 各 vCon に割り当てることのできる vNIC または vHBA のタイプ。
各 vNIC/vHBA 配置ポリシーには、物理アダプタの仮想表現である vCon が含まれます。vNIC/vHBA
配置ポリシーがサービスプロファイルに割り当てられ、サービスプロファイルがサーバに関連付
けられると、vNIC/vHBA 配置ポリシー内の vCon が物理アダプタに割り当てられ、vNIC および
vHBA がそれらの vCon に割り当てられます。
1 つのアダプタを持つブレード サーバやラック サーバの場合は、Cisco UCS がすべての vCon をそ
のアダプタに割り当てます。4 つのアダプタを持つサーバの場合は、Cisco UCS が vCon1 をアダプ
タ 1 に、vCon2 をアダプタ 2 に、vCon3 をアダプタ 3 に、vCon4 をアダプタ 4 に割り当てます。
2 つまたは 3 つのアダプタを搭載したブレード サーバまたはラック サーバの場合、Cisco UCS は、
サーバのタイプと選択された仮想スロット マッピング スキーム（[ラウンドロビン] または [線形
順序]）に基づいて vCon を割り当てます。使用可能なマッピング スキームの詳細については、
vCon のアダプタへの配置, （380 ページ）を参照してください。
Cisco UCS は、vCon の割り当て後、vNIC と vHBA を各 vCon の [選択プリファレンス（Selection
Preference）] に基づいて割り当てます。これは、次のいずれかになります。

（注）

vHBA の PCI 順序を指定できますが、任意の順序は、vNIC または vHBA など、相互間ではな
く、デバイスのクラス内で機能します。アダプタ内で、vNIC は vHBA よりも常に前に配置さ
れます。
• all：設定されたすべての vNIC と vHBA は、明示的な割り当て、割り当て解除、動的のいず
れかで vCon に割り当てられます。これがデフォルトです。
• assigned-only：vNICs と vHBA を vCon に明示的に割り当てる必要があります。サービス プ
ロファイルや vNIC または vHBA のプロパティにより、明示的に割り当てることができます。
• exclude-dynamic：動的な vNIC や vHBA を vCon に割り当てることはできません。vCon は静
的な vNIC と vHBA に使用可能で、割り当て解除または明示的な割り当てを行います。
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• exclude-unassigned：割り当て解除された vNIC や vHBA を vCon に割り当てることはできま
せん。vCon は動的な vNIC や vHBA の他、明示的に割り当てられた静的な vNIC や vHBA に
使用できます。
• exclude-usnic：Cisco usNIC を vCon に割り当てることはできません。vCon は、設定されてい
るその他のすべての vNIC と vHBA に対しては使用可能です。これらの vNIC と vHBA が明
示的に割り当てられているか、割り当て解除されているか、または動的かどうかは関係あり
ません。

（注）

exclude-usnic に設定されている vCon に明示的に割り当てられている SRIOV
usNIC は、引き続きその vCon に割り当てられたままになります。

vNIC/vHBA 配置ポリシーをサービス プロファイルに含めない場合、Cisco UCS Manager はデフォ
ルトで、vCon マッピング スキームを [ラウンド ロビン（Round Robin）]、vNIC/vHBA 選択プリ
ファレンスを [すべて（All）] に設定し、各アダプタの機能と相対的な処理能力に基づいて vNIC
と vHBA をアダプタ間に配分します。

vCon のアダプタへの配置
Cisco UCS は、サービス プロファイル内のすべての vCon をサーバ上の物理アダプタにマッピング
します。マッピングの実行方法、およびサーバ内の特定のアダプタへの vCon の割り当て方法は、
次の条件によって決まります。
• サーバのタイプ。2 つのアダプタ カードを搭載した N20-B6620-2 および N20-B6625-2 ブレー
ド サーバは、他のサポートされるラック サーバまたはブレード サーバとは異なるマッピン
グ スキームを使用します。
• サーバ内のアダプタの数。
• vNIC/vHBA 配置ポリシー内の仮想スロット マッピング スキームの設定（該当する場合）。
vNIC および vHBA を vCon に割り当てるための vNIC/vHBA 選択環境設定を設定するときは、こ
の配置を検討する必要があります。

（注）

vCon のアダプタへの配置は、アダプタの PCIE スロット番号とは関係ありません。vCon の配
置のために使用されるアダプタ番号は、アダプタの PCIE スロット番号ではなく、サーバ検出
中にそれらに割り当てられる ID です。

N20-B6620-2 および N20-B6625-2 ブレード サーバでの vCon のアダプタへの配置
N20-B6620-2 および N20-B6625-2 ブレード サーバの場合は、2 つのアダプタを左から右に、vCon
を右から左に数えます。これらのブレード サーバの 1 台が 1 つのアダプタを持つ場合は、Cisco
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UCS がすべての vCon をそのアダプタに割り当てます。サーバが 2 つのアダプタを持つ場合は、
vCon の割り当ては仮想スロット マッピング スキームに基づいて行われます。
• round-robin：Cisco UCS は vCon2 と vCon4 をアダプタ 1 に、vCon1 と vCon3 をアダプタ 2 に
割り当てます。これがデフォルトです。
• linear-ordered：Cisco UCS は vCon3 と vCon4 をアダプタ 1 に、vCon1 と vCon2 をアダプタ 2
に割り当てます。

vCon のアダプタへの配置（他のすべてのサポート対象サーバの場合）
N20-B6620-2 および N20-B6625-2 ブレード サーバに加え、Cisco UCS によりサポートされるその
他すべてのサーバでは、vCon の割り当ては、サーバに搭載されるアダプタ数と仮想スロット マッ
ピング スキームに応じて異なります。
1 つのアダプタを持つブレード サーバやラック サーバの場合は、Cisco UCS がすべての vCon をそ
のアダプタに割り当てます。4 つのアダプタを持つサーバの場合は、Cisco UCS が vCon1 をアダプ
タ 1 に、vCon2 をアダプタ 2 に、vCon3 をアダプタ 3 に、vCon4 をアダプタ 4 に割り当てます。
2 つまたは 3 つのアダプタを搭載したブレード サーバまたはラック サーバの場合、Cisco UCS は、
選択した仮想スロット マッピング スキーム（[ラウンドロビン] または [線形順序]）に基づいて
vCons を割り当てます。
表 3：ラウンドロビン マッピング スキームを使用した vCon のアダプタへの配置

アダプタの数

vCon1 の割り当て vCon2 の割り当て vCon3 の割り当て vCon4 の割り当て

1

アダプタ1

アダプタ1

アダプタ1

アダプタ1

2

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ1

アダプタ2

3

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ3

アダプタ2

4

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ3

アダプタ4

[ラウンドロビン（Round Robin）] はデフォルトのマッピング スキームです。
表 4：線形順序マッピング スキームを使用した vCon のアダプタへの配置

アダプタの数

vCon1 の割り当て vCon2 の割り当て vCon3 の割り当て vCon4 の割り当て

1

アダプタ1

アダプタ1

アダプタ1

アダプタ1

2

アダプタ1

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ2

3

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ3

アダプタ3
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（注）

アダプタの数

vCon1 の割り当て vCon2 の割り当て vCon3 の割り当て vCon4 の割り当て

4

アダプタ1

アダプタ2

アダプタ3

アダプタ4

Cisco UCS B440 M2 ブレード サーバに搭載された 2 つのアダプタで vCon ポリシーを使用して
いる場合は、次のマッピングに注意してください。
• 最初に vCon 2 からアダプタ 1 へのマッピング
• 2 番目に vCon 1 からアダプタ 2 へのマッピング

vNIC/vHBA の vCon への割り当て
Cisco UCS Manager には、vNIC/vHBA 配置ポリシーを使用して vNIC および vHBA を vCon に割り
当てるオプションが 2 つあります。つまり、明示的割り当てと暗黙的割り当てです。
vNIC および vHBA の明示的割り当て
明示的割り当てでは、vCon を指定してから、vNIC または vHBA を割り当てるアダプタを指定し
ます。この割り当てオプションは、サーバ上のアダプタ間への vNIC および vHBA の配布方法を
決定する必要がある場合に使用します。
明示的割り当ての場合に、vCon と関連付けられる vNIC および vHBA を設定するには、次の手順
を実行します。
• vCon 設定を任意の使用可能なオプションに設定します。vCon は、vNIC/vHBA 配置ポリシー
を使用して設定するか、サーバに関連付けられているサービス プロファイルで設定できま
す。vCon で [すべて（All）] が設定されている場合でも、vNIC または vHBA をその vCon に
明示的に割り当てることができます。
• vNIC および vHBA を vCon に割り当てます。この割り当ては、vNIC または vHBA の仮想ホ
スト インターフェイス配置プロパティを使用して行うか、またはサーバに関連付けられてい
るサービス プロファイルで設定できます
vNIC や vHBA をそれらのタイプに設定されていない vCon に割り当てようとすると、Cisco UCS
Manager によって設定エラーが発生したことを示すメッセージが表示されます。
サービス プロファイルの関連付け中に、Cisco UCS Manager は、設定済みの vNIC および vHBA の
割り当てを、サーバ内の物理的なアダプタ数および機能と比較して検証し、その後でポリシー内
の設定に従って vNIC および vHBA を割り当てます。負荷分散は、このポリシー内で設定された
vCon およびアダプタへの明示的な割り当てを元にして実行されます。
1 つ以上の vNIC または vHBA の割り当てがアダプタでサポートされない場合、Cisco UCS Manager
は、サービス プロファイルに対する障害を発生させます。
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（注）

vHBA の PCI 順序を指定できますが、任意の順序は、vNIC または vHBA など、相互間ではな
く、デバイスのクラス内で機能します。アダプタ内で、vNIC は vHBA よりも常に前に配置さ
れます。

vNIC および vHBA の暗黙的割り当て
暗黙的割り当てでは、Cisco UCS Manager は vCon を決定した後で、アダプタの機能とそれらの相
対的な処理能力に基づいて vNIC または vHBA を割り当てるアダプタを決定します。この割り当
てオプションは、vNIC または vHBA が割り当てられるアダプタがシステム設定で重要ではない場
合に使用します。
暗黙的割り当ての場合に vCon を設定するには、次の手順を実行します。
• vCon 設定を [すべて（All）]、[動的を除く（Exclude Dynamic）]、または [未割り当てを除く
（Exclude Unassigned）] に設定します。vCon は、vNIC/vHBA 配置ポリシーを使用して設定
するか、サーバに関連付けられているサービス プロファイルで設定できます。
• vCon 設定を [割当済みのみ（Assigned Only）] にしないでください。この設定を使用して暗
黙的割り当てを実行することはできません。
• vNIC または vHBA を vCon に割り当てないでください。
サービス プロファイルの関連付け中に、Cisco UCS Manager は、サーバ内の物理的なアダプタ数
および機能を検証し、必要に応じて vNIC および vHBA を割り当てます。負荷分散はアダプタの
機能に基づいて実行され、vNIC および vHBA の配置は、システムで決定された実際の順序に従っ
て実行されます。たとえば、1 つのアダプタが他のアダプタより多くの vNIC を処理できる場合、
そのアダプタにより多くの vNIC が割り当てられます。
サーバに設定されている数の vNIC および vHBA をアダプタでサポートできない場合、Cisco UCS
Manager は、サービス プロファイルに対する障害を発生させます。
デュアル アダプタ環境での vNIC の暗黙的割り当て
各スロットにアダプタ カードが搭載されたデュアル スロット サーバで暗黙的な vNIC 割り当てを
使用する場合、Cisco UCS Manager は通常 vNIC/vHBA を次のように割り当てます。
• サーバの両方のスロットに同じアダプタがある場合、Cisco UCS Manager は、各アダプタに
vNIC と vHBA を半分ずつ割り当てます。
• サーバに 1 つの 非 VIC アダプタと 1 つの VIC アダプタがある場合、Cisco UCS Manager は、
2 つの vNIC と 2 つの vHBA を非 VIC アダプタに割り当て、残りの vNIC と vHBA を VIC ア
ダプタに割り当てます。
• サーバに 2 つの異なる VIC アダプタがある場合、Cisco UCS Manager は、2 つのアダプタの
相対的な処理能力に基づいて、vNIC と vHBA を比例的に割り当てます。
次の例は、サポートされるアダプタ カードのさまざまな組み合わせに対して、Cisco UCS Manager
が vNIC と vHBA をどのように割り当てるのか、その一般的な方法を示しています。
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• 4 つ の vNIC と、2 つの Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタ（それぞれ 2 つの
vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、Cisco UCS Manager は 2 つの vNIC を各アダプタに
割り当てます。
• 50 の vNIC と、Cisco UCS CNA M72KR-Eアダプタ（2 つの vNIC）および Cisco UCS M81KR
仮想インターフェイス カードアダプタ（128 の vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、
Cisco UCS Manager は、2 つの vNIC を Cisco UCS CNA M72KR-Eアダプタに割り当て、48 の
vNIC を Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カードアダプタに割り当てます。
• 150 の vNIC と、Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カードアダプタ（128 の vNIC）お
よび Cisco UCS VIC-1240 仮想インターフェイス カードアダプタ（256 の vNIC）を搭載した
サーバを設定する場合、Cisco UCS Manager は、50 の vNIC を Cisco UCS M81KR 仮想イン
ターフェイス カードアダプタに割り当て、100 の vNIC を Cisco UCS VIC-1240 仮想インター
フェイス カードアダプタに割り当てます。

（注）

ファブリック フェールオーバー用の vNIC を設定した場合と、サーバ用に動的 vNIC を設定し
た場合は、この暗黙的割り当ての例外が発生します。
vNIC ファブリックのフェールオーバーが含まれる設定で、1 つのアダプタが vNIC のフェールオー
バーをサポートしない場合、Cisco UCS Manager は、ファブリックのフェールオーバーが有効に
なっているすべての vNIC を、それらをサポートするアダプタに割り当てます。ファブリックの
フェールオーバー用に設定された vNIC のみが設定に含まれる場合、それらをサポートしないア
ダプタに割り当てられる vNIC はありません。ファブリックのフェールオーバー用に設定された
vNIC と設定されていない vNIC がある場合、Cisco UCS Manager は、すべてのフェールオーバー
vNIC を、それらをサポートするアダプタに割り当て、上記の比率に従って、少なくとも 1 つの非
フェールオーバー vNIC を、それらをサポートしないアダプタに割り当てます。
動的 vNIC が含まれる設定の場合、同じ暗黙的割り当てが実行されます。Cisco UCS Manager は、
すべての動的 vNIC を、それらをサポートするアダプタに割り当てます。ただし、動的 vNIC と静
的 vNIC の組み合わせを使用する場合は、少なくとも 1 つの静的 vNIC が動的 vNIC をサポートし
ないアダプタに割り当てられます。

vNIC/vHBA 配置ポリシーの設定
手順
コマンドまたはア 目的
クション
ステッ
プ1

UCS-A# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モードを開始
するには、org-name に / を入力します。
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コマンドまたはア 目的
クション
ステッ
プ2

UCS-A /org # create 指定された vNIC/vHBA 配置プロファイルを作成し、組織 vCon ポ
vcon-policy
リシー モードを開始します。
policy-name

ステッ
プ3

UCS-A
（任意）
/org/vcon-policy # set vNIC/vHBA 配置プロファイルの説明を提供します。
descr description
256 文字以内で入力します。次を除く任意の文字またはスペースを
使用できます。`（アクセント記号）、\（円記号）、^（カラッ
ト）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小なり）、
または'（一重引用符）は使用できません。
（注）

ステッ
プ4

UCS-A
/org/vcon-policy # set
mapping-scheme
{round-robin |
linear-ordered}

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含まれてい
る場合は、説明を引用符で括る必要があります。引用符
は、show コマンド出力の説明フィールドには表示されま
せん。

（任意）
1 つのアダプタを持つブレード サーバやラック サーバの場合は、
Cisco UCS がすべての vCon をそのアダプタに割り当てます。4 つの
アダプタを持つサーバの場合は、Cisco UCS が vCon1 をアダプタ 1
に、vCon2 をアダプタ 2 に、vCon3 をアダプタ 3 に、vCon4 をアダ
プタ 4 に割り当てます。
2 つまたは 3 つのアダプタを持つブレード サーバやラック サーバ
の場合は、Cisco UCS が選択された仮想スロット マッピング スキー
ムに基づいて、vCon を割り当てます。次のいずれかになります。
• round-robin：2 つのアダプタ カードを持つサーバの場合は、
Cisco UCS は vCon1 と vCon3 をアダプタ 1 に、vCon2 と vCon4
をアダプタ 2 に割り当てます。
3 つのアダプタ カードを持つサーバの場合は、Cisco UCS が
vCon1 をアダプタ 1 に、vCon2 と vCon4 をアダプタ 2 に、vCon3
をアダプタ 3 に割り当てます。
これがデフォルトのスキームです。
• linear-ordered：2 つのアダプタ カードを持つサーバの場合は、
Cisco UCS は vCon1 と vCon2 をアダプタ 1 に、vCon3 と vCon4
をアダプタ 2 に割り当てます。
3 つのアダプタ カードを持つサーバの場合は、Cisco UCS が
vCon1 をアダプタ 1 に、vCon2 をアダプタ 2 に割り当て、 vCon3
と vCon4 をアダプタ 3 に割り当てます。
N20-B6620-2 および N20-B6625-2 ブレード サーバの場合は、2 つの
アダプタを左から右に、vCon を右から左に数えます。これらのブ
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コマンドまたはア 目的
クション
レード サーバの 1 台が 1 つのアダプタを持つ場合は、Cisco UCS が
すべての vCon をそのアダプタに割り当てます。サーバが 2 つのア
ダプタを持つ場合は、vCon の割り当ては仮想スロット マッピング
スキームに基づいて行われます。
• round-robin：Cisco UCS は vCon2 と vCon4 をアダプタ 1 に、
vCon1 と vCon3 をアダプタ 2 に割り当てます。これがデフォ
ルトです。
• linear-ordered：Cisco UCS は vCon3 と vCon4 をアダプタ 1 に、
vCon1 と vCon2 をアダプタ 2 に割り当てます。
ステッ
プ5

UCS-A
指定されたvConに選択プリファレンスを指定します。次のオプショ
/org/vcon-policy # set ンがあります。
vcon {1 | 2 | 3 | 4}
• all：設定されたすべての vNIC と vHBA は、明示的な割り当
selection {all |
assigned-only |
て、割り当て解除、動的のいずれかで vCon に割り当てられま
exclude-dynamic |
す。これがデフォルトです。
exclude-unassigned}
• assigned-only：vNICs と vHBA を vCon に明示的に割り当てる
必要があります。サービス プロファイルや vNIC または vHBA
のプロパティにより、明示的に割り当てることができます。
• exclude-dynamic：動的な vNIC や vHBA を vCon に割り当てる
ことはできません。vCon は静的な vNIC と vHBA に使用可能
で、割り当て解除または明示的な割り当てを行います。
• exclude-unassigned：割り当て解除された vNIC や vHBA を vCon
に割り当てることはできません。vCon は動的な vNIC や vHBA
の他、明示的に割り当てられた静的な vNIC や vHBA に使用で
きます。
• exclude-usnic：Cisco usNIC を vCon に割り当てることはできま
せん。vCon は、設定されているその他のすべての vNIC と
vHBA に対しては使用可能です。これらの vNIC と vHBA が明
示的に割り当てられているか、割り当て解除されているか、
または動的かどうかは関係ありません。
（注）

ステッ
プ6

UCS-A
/org/vcon-policy #
commit-buffer

トランザクションをコミットします。
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り当てられている SRIOV usNIC は、引き続きその
vCon に割り当てられたままになります。
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次の例では、Adapter1All という名前の vNIC/vHBA 配置ポリシーを作成し、vCons マッピング方式
を [線形順序（Linear Ordered）] に設定し、割り当てられた vNIC および vHBA のみがアダプタ 1
に配置できるよう指定し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create vcon-policy Adapter1
UCS-A /org/vcon-policy* # set descr "This profile places all vNICs and vHBAs on adapter 1."
UCS-A /org/vcon-policy* # set mapping-scheme linear-ordered
UCS-A /org/vcon-policy* # set vcon 1 selection assigned-only
UCS-A /org/vcon-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/vcon-policy* #
UCS-A /org #

vNIC/vHBA 配置ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。
ルート組織モードを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete vcon-policy
policy-name

指定した vNIC/vHBA 配置プロファイルを削
除します。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをコミットします。

次に、Adapter1All という名前の vNIC/vHBA 配置プロファイルを削除し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete vcon-policy Adapter1All
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

vCon への vNIC の明示的割り当て
はじめる前に
vNIC/vHBA 配置ポリシーまたはサービス プロファイルで次のいずれかの値を使用して、vCon を
設定します。
• [割り当て済みのみ（Assigned Only）]
• [ダイナミックを除外（Exclude Dynamic）]
• [未割り当てを除外（Exclude Unassigned）]
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vCon で [すべて（All）] が設定されている場合、vNIC または vHBA をその vCon に明示的に割り
当てることができます。しかし、この設定ではほとんど制御ができません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

vCon に明示的に割り当てる vNIC があるサービ
ス プロファイルを含む組織で組織モードを開始
します。ルート組織モードを開始するには、
org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービスで組織サービス プロファイル
profile-name
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # scope 指定した vNIC で組織サービス プロファイル
vnic vnic-name
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vnic # 指定した vNIC の vCon（仮想ネットワーク イン
set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}
ターフェイス接続）の配置を設定します。
いずれかの値を入力すると、Cisco UCS Manager
は vNIC の割り当て先の vCon を判別できます。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vnic # vNIC の目的の PCI 順序を指定します。
set order {order-num |
有効な値は 0 ～ 128 および未指定です。
unspecified}

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile/vnic # トランザクションをシステム設定にコミットし
commit-buffer
ます。

次に、vnic3 という vNIC の vCon 配置を 2 に設定し、目的の順序を 10 に設定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope vnic vnic3
UCS-A /org/service-profile/vnic # set vcon 2
UCS-A /org/service-profile/vnic* # set order 10
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic #

vCon への vHBA の明示的割り当て
はじめる前に
vNIC/vHBA 配置ポリシーまたはサービス プロファイルで次のいずれかの値を使用して、vCon を
設定します。
• [割り当て済みのみ（Assigned Only）]
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• [ダイナミックを除外（Exclude Dynamic）]
• [未割り当てを除外（Exclude Unassigned）]
vCon で [すべて（All）] が設定されている場合、vNIC または vHBA をその vCon に明示的に割り
当てることができます。しかし、この設定ではほとんど制御ができません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

vCon に明示的に割り当てる vHBA があるサービ
ス プロファイルを含む組織で組織モードを開始
します。ルート組織モードを開始するには、
org-name に / を入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope service-profile 指定したサービスで組織サービス プロファイル
profile-name
モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # scope 指定した vHBA で組織サービス プロファイル
vhba vhba-name
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vhba # 指定した vHBA の vCon（仮想ネットワーク イ
set vcon {1 | 2 | 3 | 4 | any}
ンターフェイス接続）の配置を設定します。
いずれかの値を入力すると、Cisco UCS Manager
は vHBA の割り当て先の vCon を判別できます。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vhba # vHBA の目的の PCI 順序を指定します。
set order {order-num |
有効な順序番号値は 0 ～ 128 および未指定です。
unspecified}

ステップ 6

UCS-A /org/service-profile/vhba # トランザクションをシステム設定にコミットし
commit-buffer
ます。

次に、vhba3 という vHBA の vCon 配置を 2 に設定し、目的の順序を 10 に設定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile # scope vhba vhba3
UCS-A /org/service-profile/vhba # set vcon 2
UCS-A /org/service-profile/vhba* # set order 10
UCS-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vhba #

ダイナミック vNIC の前にスタティック vNIC を配置
最適なパフォーマンスを得るために、スタティック vNIC とスタティック vHBA は、PCIe バス上
のダイナミック vNIC の前に配置する必要があります。スタティック vNIC は、スタティック vNIC
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および vHBA の両方を参照します。Cisco UCS Manager リリース 2.1 は、スタティックおよびダイ
ナミック vNIC の順序に関する次の機能を備えています。
• Cisco UCS Manager リリース 2.1 にアップグレードした後、既存のサービス プロファイル
（Cisco UCS Manager リリース 2.1 以前のリリースで定義されたプロファイル）に変更がない
場合は、vNIC の順序は変更されません。
• Cisco UCS Manager リリース 2.1 へのアップグレード後、vNIC 関連の変更によって vNIC マッ
プの順序が変更されます。その結果、すべてのダイナミック vNIC がスタティック vNIC の後
に配置されます。
• Cisco UCS Manager リリース 2.1 で新しく作成されたサービス プロファイルでは、スタティッ
ク vNIC が常にダイナミック vNIC の前に順序付けられます。
• 上記の動作は、スタティック vNIC またはダイナミック vNIC の作成または削除の順番に依存
しません。
• SRIOV 対応のサービス プロファイルの場合は、UCSM によって対応する仮想関数（VF）の
前に vNIC 物理関数（PF）が挿入されます。この方式では、VF が PCIe バスおよび BDF 上の
親 PF vNIC の近くに配置され、VF の継続的な増分順序になることが保証されます。
例
Cisco UCS Manager リリース 2.0 での当初のデバイス順序
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2

Cisco UCS Manager リリース 2.0 での新たなデバイス順序（2 つのスタティック vNIC を追加）
dyn-vNIC-1
dyn-vNIC-2
eth-vNIC-1
eth-vNIC-2

1
2
3
4

Cisco UCS Manager リリース 2.1 へのアップグレード後（vNIC 関連の変更がサービス プロファイ
ルで行われる前）
dyn-vNIC-1
dyn-vNIC-2
eth-vNIC-1
eth-vNIC-2

1
2
3
4

Cisco UCS Manager リリース 2.1 での新たなデバイス順序（ポリシー数を 2 から 4 に変更すること
によって 2 つのダイナミック vNIC を追加）
dyn-vNIC-1
dyn-vNIC-2
eth-vNIC-1
eth-vNIC-2
dyn-vNIC-3
dyn-vNIC-4

3
4
1
2
5
6

多機能 PCIe デバイスとしてのダイナミック vNIC
Cisco UCS Manager バージョン 2.1 は、0 機能デバイス（すべてのスタティック vNIC に対応する
新しい BUS）としてスタティック vNIC をプロビジョニングします。多機能ダイナミック vNIC
は、新しいバス スロットから最後のスタティック vNIC/vHBA の後に配置されます。
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（注）

Cisco UCS Manager バージョン 2.1 は、新しい StaticZero モードをサポートしています。

表 5：バージョンの互換性

Cisco UCS Manager
Version 1.4
方式：ZeroFunction

Version 2.0
Version 2.1
方式：ZeroFunction/MultiFunction 方式：
ZeroFunction/MultiFunction/StaticZero

スタティックおよびダイナミッ スタティック vNIC およびダイ
ク vNIC はすべて、バス
ナミック vNIC は、バス
[0-57]、関数 [0] 上にあります。 [0-57]、関数 [0-7] 上にありま
す。バス 0、関数 0
< ZeroFunction モード >
バス 0、関数 7
バス 1、関数 0
< MultiFunction モード >

Balboa からのアップグレードで
は、バスが <= 57 になるまで
BDF の番号の付け直しは行わ
れません（ZeroFunction モード
のまま）。
デバイスが 58 台を超えると、
MultiFunction モードに切り替わ
ります。

スタティック vNIC または PF
は、バス [0-57]、関数 [0] 上に
あります。SRIOV：対応する
VF が同一バスおよび関数
[1-255] 上にあります。
No-SRIOV：ダイナミック vNIC
は、バス [0-57]、関数 [0-7] 上
にあります。
< StaticZero モード>
Balboa からのアップグレードで
は、バスが <= 57 になるまで
BDF の番号の付け直しは行わ
れません（ZeroFunction モード
のまま）。デバイスが 58 台ま
たはプラットフォーム固有の最
大 PCIe バス数を超えるか、
SRIOV 設定に変更されると、
StaticZero モードに切り替わり
ます。
Cisco UCS Manager バージョン
2.0 からのアップグレードで
は、BDF の番号の付け直しは
行われません
（ZeroFunction/MultiFunction
モードのまま）。デバイスが
58 台またはプラットフォーム
固有の最大 PCIe バス数を超え
るか、SRIOV 設定に変更され
ると、StaticZero モードに切り
替わります。
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vNIC/vHBA ホスト ポートの配置
vNIC/vHBA を vCon に割り当てた後、それを特定のアダプタのホスト ポートのいずれかに配置で
きます。配置先のホスト ポートは明示的に指定するか、または Cisco UCS Manager により自動的
にホスト ポートに vNICs/vHBA を割り当てることができます。

（注）

Cisco UCS VIC 1340 および VIC 1380 アダプタをサポートするサーバへの vNIC/vHBA ホスト
ポート配置を実行できます。
vNIC/vHBA のホスト ポート配置により、アダプタの vNIC/vHBA の順序が決まります。最初のホ
スト ポートに配置された vNIC/vHBA は最初に列挙され、2 番目のホスト ポートの vNIC/vHBA が
それに続きます。

ホスト ポート配置の設定
Cisco UCS VIC 1340 および VIC 1380 アダプタをサポートするサーバへの vNIC のホスト ポート配
置を実行できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組
織モードを開始するには、/ を org-name として入
力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
service-profile profile-name

サービス プロファイルのサービス プロファイル
組織モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile #
scope vnic vnic-name

指定した vNIC で組織サービス プロファイル モー
ドを開始します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vnic 指定した vNIC のホスト ポートを設定します。
# set host-port {1 | 2 | any}
any を入力すると、Cisco UCS Manager は vNIC の
割り当て先のホスト ポートを判別できます。
ホスト ポートの配置をサポートしないアダプタ上
で vNIC のホスト ポートを設定すると、[実際の
ホスト ポート（Actual Host Port）] パラメータは
[なし（None）] を表示します。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vnic* トランザクションをシステム設定にコミットしま
# commit-buffer
す。
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

UCS-A /org/service-profile/vnic 指定した vNIC に関する詳細を表示します。
# show detail

次の例は、vnic3 という名前の vNIC をホスト ポート 2 に配置し、トランザクションをコミット
し、ホスト ポートの情報を表示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile SP-2
UCS-A /org/service-profile # scope vnic vnic3
UCS-A /org/service-profile/vnic # set host-port 2
UCS-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/vnic # show detail
vNIC:
Name: vnic3
Fabric ID: A
Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:13:13:11
Desired Order: 2
Actual Order: 3
Desired VCon Placement: 1
Actual VCon Placement: 1
Desired Host Port: 2
Actual Host Port: 2
...
UCS-A /org/service-profile/vnic #

CIMC マウント vMedia
スクリプト可能な vMedia の使用
Cisco UCS Manager では、リモート UCS サーバの vMedia デバイス ISO イメージをプロビジョニン
グできます。スクリプト可能な vMedia を使用して、リモート サーバに IMG または ISO イメージ
をマウントするようにプログラミングできます。CIMC マウント vMedia を使用すると、メディア
接続を追加することなく、データセンター内の他のマウント メディア間で通信できるようになり
ます。スクリプト可能な vMedia を使用すると、ブラウザを使用せずに仮想メディア デバイスを
制御して、手動で各 UCS サーバを個別にマッピングできます。
スクリプト可能な vMedia は、NFS、CIFS、HTTP、および HTTPS の共有など、複数の共有タイ
プをサポートします。スクリプト可能な vMedia は、BIOS 設定により有効化し、Web GUI や CLI
インターフェイスを介して設定します。
Cisco UCS Manager のスクリプト可能な vMedia は、次の機能をサポートしています。
• 特定の vMedia デバイスからのブート
• マウントされた共有からローカル ディスクへのファイルのコピー
• OS ドライバのインストールおよび更新
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（注）

スクリプト可能な vMedia に対する Cisco UCS Manager のサポートは、CIMC マッピング済みの
デバイスにのみ適用されます。既存の KVM ベースの vMedia デバイスはサポートされません。
次の条件に合致する場合、vMedia のマウントは失敗します。
1 vMedia ポリシー内のリモート vMedia イメージ ファイル名が [Service-Profile-Name] に設定され
ている。
2 サービス プロファイルの名前が変更されている。
これは、サービス プロファイルの名前を変更しても、vMedia ポリシー内のリモート vMedia イメー
ジ ファイル名は変更されないためです。イメージ ファイル名は引き続き、リモート デバイス上
の古いイメージをポイントするため、検出できません。

（注）

Cisco UCS B200M2 ブレード サーバおよび Cisco UCS B230 M2 ブレード サーバでは、vMedia
ポリシーがこれらのブレード サーバでサポートされていないため使用することはできません。

CIMC vMedia ポリシーの作成
はじめる前に
次にアクセスできることを確認します。
• リモート vMedia サーバ
• vMedia デバイス（vMedia Devices）

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルー
ト組織モードを開始するには、org-name に / を入
力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create vmedia-policy 指定されたポリシー名で vMedia ポリシーを作成
policy-name
します。この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を
使用できます。-（ハイフン）、_（アンダースコ
ア）、:（コロン）、および .（ピリオド）は使用
できますが、それ以外の特殊文字とスペースは
使用できません。また、オブジェクトを保存し
た後に名前を変更することはできません。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A /org/vmedia-policy* # create 指定されたマッピング名で vMedia ポリシーのサ
vmedia-mapping mapping -name ブディレクトリを作成します。

ステップ 4

UCS-A
（任意）
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping vMedia ポリシーの説明を記入します。
# set descr description
（注）
説明にスペース、特殊文字、または句
読点が含まれている場合は、説明を引
用符で括る必要があります。引用符
は、show コマンド出力の説明フィール
ドには表示されません。

ステップ 5

UCS-A
マウントするリモート vMedia イメージ タイプを
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping* 指定します。オプションは次のとおりです。
# set device type device-type
• [CDD]：スクリプト可能 vMedia CD。
• [HDD]：スクリプト可能 vMedia HDD。

ステップ 6

UCS-A
リモート vMedia のイメージ ファイル名のタイプ
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping* を指定します。バックアップ コンフィギュレー
# set image-file image-file-name
ション ファイルのフル パスを入力します。この
フィールドにはファイル名（ファイル拡張子付
き）だけを含めることができます。
（注）

ファイルへのフル パスは、共有名に続
き「/」で始まることを確認します。

ステップ 7

UCS-A
リモート vMedia のイメージ パスを指定します。
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping* リモートの vMedia コンフィギュレーション ファ
# set image-path image-path
イルのフル パスを入力します。

ステップ 8

UCS-A
リモート vMedia のマウント プロトコルを指定し
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping* ます。オプションは次のとおりです。
# set mount-protocol
• CIFS
mount-protocol
• NFS
• HTTP
• HTTPS

ステップ 9

UCS-A
リモート vMedia のイメージ パスワードを指定し
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping* ます。
# set password

ステップ 10

UCS-A
リモート vMedia のイメージ IP アドレスを指定し
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping* ます。
# set remote-ip remote-ip
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コマンドまたはアクション
ステップ 11

目的

UCS-A
vMedia デバイスをマウントするためのユーザ ID
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping* を指定します。Cisco UCS Manager がリモート
# set user-id user-id
サーバにログインするために使用するユーザ名
を入力します。
プロトコルが NFS の場合、このフィールドは適
用されません。プロトコルが HTTP の場合、こ
のフィールドの選択は任意です。

ステップ 12

UCS-A
トランザクションをシステム設定にコミットし
/org/vmedia-policy/vmedia-mapping* ます。
# commit-buffer

次に、vMediaPolicy2 という名前の vMedia ポリシーを作成し、リモート vMedia のデバイス タイ
プ、マウント プロトコル、イメージの場所を選択し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create vmedia-policy vmediapolicy2
UCS-A /org/vmedia-policy* # create vmedia-mapping map1
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set descr vmedia-map
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set device-type cdd
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set image-file-name win2011.iso
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set image-path cifs
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set image-variable-name service-profile-name
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set mount-protocol cifs
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set auth-option default
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set password Password:
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set remote-ip 172.41.1.158
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # set user-id Adminstrator
UCS-A /org/vmedia-policy/vmedia-mapping* # commit-buffer

（注）

vMedia ポリシーが作成されると、[マウント時の再試行の失敗（Retry on Mount Fail）] オプショ
ンが [はい（Yes）] に設定されます。次に、[マウント時の再試行の失敗（Retry on Mount Fail）]
オプションを [いいえ（No）] に変更する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create vmedia-policy vmediapolicy2
UCS-A /org/vmedia-policy* # set retry-on-mount-fail No
UCS-A /org/vmedia-policy* # commit-buffer

警告

[マウント時の再試行の失敗（Retry on Mount Fail）] オプションを [いいえ（No）] に設定する
と、「これにより、vMedia のマウントに失敗した場合のマウントの自動再試行が無効になり
ます（This will disable automatic retry of mount in case of any vMedia mount failure）」という
警告メッセージが表示されます。
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ファームウェアのアップグレード
• ファームウェアのアップグレード, 397 ページ

ファームウェアのアップグレード
Cisco UCS Manager リリース 3.1 以降、シスコは Cisco UCS Manager のリリースごとに次の各プラッ
トフォームに対応した統合 Cisco UCS Manager ソフトウェアおよびファームウェアのアップグレー
ドをリリースしています。
• Cisco UCS B シリーズ、C シリーズ、および S シリーズ サーバとの Cisco UCS 6300 シリーズ
ファブリック インターコネクト
• Cisco UCS B シリーズ、C シリーズ、および S シリーズとの Cisco UCS 6200 シリーズ ファブ
リック インターコネクト
• Cisco UCS B シリーズおよび C シリーズ サーバとの Cisco UCS 6324 ファブリック インター
コネクト（別名 UCS Mini）
サービス プロファイル内のパッケージである自動インストール機能により、ファームウェア自動
同期サーバ ポリシーを使用して、またはエンドポイントで直接、ファームウェアをアップグレー
ドできます。ファームウェアのガイドラインとインストール方法の詳細については、『Cisco UCS
Firmware Management Guide』を参照してください。
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ファームウェアのアップグレード

Cisco UCS Manager リリース 3.1 サーバ管理（CLI 用）ガイド
398

第

15

章

診断の設定
• Cisco UCS Manager 診断の概要, 399 ページ
• 診断ポリシーの作成, 400 ページ
• 診断ポリシーのメモリ テストの設定, 400 ページ
• 診断ポリシーの削除, 403 ページ
• サーバでの診断テストの実行, 403 ページ
• 診断テストの停止, 404 ページ
• 診断のトラブルシューティング, 405 ページ

Cisco UCS Manager 診断の概要
Cisco UCS Manager 診断ツールでは、サーバのハードウェア コンポーネントの状態を検証できま
す。診断ツールには各種テストが用意されており、サーバのさまざまなハードウェア サブシステ
ム（メモリや CPU など）に対して、負荷を与えたりすることができます。ハードウェア コンポー
ネントを修復するか、交換した後のサーバの状態の健全性チェックを実行するためのツールを使
用できます。このツールは、実稼働環境に新しいサーバを導入する前に、包括的なバーンイン テ
ストを実行するときにも使用できます。
新しいシステムの場合、org スコープでデフォルトの診断ポリシーが作成されます。このデフォル
トのポリシーは default という名前であり、削除できません。ユーザがこのポリシーを削除しよう
とするとエラー メッセージが表示されます。デフォルトの診断ポリシーは、すべてのサーバで同
じテストセットを実行する際に推奨される方法です。デフォルトポリシーを含むすべての診断ポ
リシーはカスタマイズ可能です。
デフォルト ポリシーには 1 つのメモリ テストだけが含まれています。メモリ テストのデフォル
トのパラメータは変更できます。また、デフォルト診断ポリシー内のメモリ テストは削除できま
す。メモリ テストがない場合、診断ポリシーは実行されません。
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診断ポリシーの作成
はじめる前に
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org

組織コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /org # creatediag-policy
<diag-policy>

診断ポリシーを作成します。

ステップ 3

（注）

診断ポリシー名には、最大で
16 文字まで使用できます。

UCS-A /org/diag-policy # commit
buffer

次に、診断ポリシーに説明を作成して設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create diag-policy new-policy
UCS-A /org/diag-policy* # commit-buffer

診断ポリシーのメモリ テストの設定
はじめる前に
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org

組織コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCS-A /org # create
diag-policy-name
<diag-polic-name>

カスタム診断ポリシーを作成します。診断ポリ
シーには、最大で 16 文字まで使用できます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A /org/diag-policy-name* # トランザクションをシステム設定にコミットしま
commit buffer
す。

ステップ 4

UCS-A /org/diag-policy # create 診断ポリシーのカスタム メモリ テストを作成し
memory-test <memory-test <test ます。メモリ テスト ID の範囲は、1 ～ 64 です。
order>
メモリ テストには、ユーザが設定できる次の値が
あります。
名前

説明

順序（Order） テストの実行順序。
CPU フィルタ CPU フィルタをすべての CPU
（CPU Filter） または指定した CPU に設定し
ます。
ループ カウン
ト（Loop
Count）

ループ カウントを指定された反
復回数に設定します。値の範囲
は 1 ～ 1000 です。

メモリ チャン
ク サイズ
（Memory
Chunk Size）

メモリ チャンクを 5mb-chunk ま
たは big-chunk に設定します。

メモリ サイズ
（Memory
Size）

メモリ サイズを特定の値に設定
します。

パターン
（Pattern）

メモリ テストを butterfly、
killer、prbs、prbs-addr、または
prbs-killer に設定します。

ステップ 5

UCS-A
/org/diag-policy/memory-test* #
set cpu-filter {all cpus |
p0-p1-cpus}

ステップ 6

UCS-A
メモリ チャンク サイズを指定された値（GiB 単
/org/diag-policy/memory-test* # 位）に設定します。値は 5mb-chunk または
set memchunksize {5mb-chunk big-chunk です。
| big-chunk}

すべての CPU またはコア 0 および 1 の CPU に
CPU フィルタを設定します。値は all cups または
p0-p1-cpus です。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7

UCS-A
/org/diag-policy/memory-test* #
set memsize {0-4096 | all}

メモリ サイズを指定された値に設定します。使用
可能な値は、0 ～ 4096、または all です。

ステップ 8

UCS-A
メモリ テストを指定されたパターンに設定しま
/org/diag-policy/memory-test* # す。使用可能なパターンは、butterfly、killer、
set pattern {butterfly |killer |prbs prbs、prbs-addr、または prbs-killer です。
|prbs-addr |prbs-killer}

ステップ 9

UCS-A
/org/diag-policy/memory-test* #
set loopcount 1-1000

ループ カウントを指定された反復回数に設定しま
す。ループ カウントは、1 ～ 1000 の範囲で指定
します。

ステップ 10

UCS-A
/org/diag-policy/memory-test* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミットしま
す。

ステップ 11

UCS-A
/org/diag-policy/memory-test #
exit

メモリ テストのスコープを終了します。

ステップ 12

UCS-A /org/diag-policy # show
configuration

カスタム診断ポリシーのメモリ テストに設定され
た設定値を表示します。

次に、診断ポリシーにメモリ テストを作成する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create diag-policy P2
UCS-A /org/diag-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/diag-policy # create memory-test 1
UCS-A /org/diag-policy/memory-test* # set cpu-filter all-cpus
UCS-A /org/diag-policy/memory-test* # set memchunksize big-chunk
UCS-A /org/diag-policy/memory-test* # set memsize all
UCS-A /org/diag-policy/memory-test* # set pattern butterfly
UCS-A /org/diag-policy/memory-test* # set loopcount 1000
UCS-A /org/diag-policy/memory-test* # commit-buffer
UCS-A /org/diag-policy/memory-test # exit
UCS-A /org/diag-policy # show configuration
enter diag-policy P2
enter memory-test 1
set cpu-filter all-cpus
set loopcount 1000
set memchunksize big-chunk
set memsize all
set pattern butterfly
exit
set descr ""
set policy-owner local
exit
UCS-A /org/diag-policy #
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診断ポリシーの削除
はじめる前に
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope org

組織コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete diag-policy
<diag-policy>

指定した診断ポリシーを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org* # commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。

次に、診断ポリシーを削除する例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org
/org # delete diag-policy P2
/org* # commit-buffer
/org #

サーバでの診断テストの実行
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope server chassis-id
/server-id

指定サーバのシャーシ サーバ範囲を入
力します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope diag

診断モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/diag # set
指定された診断ポリシーをサーバに関
diag-policy-name <diag-policy-name> 連付けます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

UCS-A /chassis/server/diag* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

ステップ 5

UCS-A /chassis/server/diag # show

サーバ診断の詳細を表示します。

ステップ 6

UCS-A /chassis/server/diag # start

サーバで診断テストを実行します。

ステップ 7

UCS-A /chassis/server/diag* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコ
ミットします。

次に、サーバ 1/7 で診断テストを実行する例を示します。
UCS-A # scope server 1/7
UCS-A /chassis/server # scope diag
UCS-A /chassis/server/diag # set diag-policy-name P1
UCS-A /chassis/server/diag* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/diag # show
Oper State
Diag Overall Progress
Diag Policy Name
----------------------------------------------Completed
100
P1
UCS-A /chassis/server/diag # start
UCS-A /chassis/server/diag* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/diag #

診断テストの停止
はじめる前に
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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope server

サーバ コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2

UCS-A chassis/server # scope diag

診断コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A chassis/server/diag # stop

診断ポリシーを停止します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server/diag* #
commit-buffer

トランザクションをシステム設定にコミッ
トします。
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次に、診断ポリシーを停止する例を示します。
UCS-A# scope server 1/2
UCS-A /chassis/server # scope diag
UCS-A /chassis/server/diag # stop
UCS-A /chassis/server/diag* # commit-buffer

診断のトラブルシューティング
問題

デバッグ手順

BIOS が不良 DIMM を検出すると、その DIMM 診断操作の結果の他に、メモリ関連のエラーを
は無効になり、診断操作では認識されません。 参照してください。
DIMM ブラックリスト機能が有効であり、
診断操作の結果の他に、メモリ関連のエラーを
DIMM がブラックリストに追加されると、その 参照してください。
DIMM は診断操作では認識されません。
サーバに不良 DIMM があり、これが原因でサー NA
バが起動できない場合、診断操作が正常に実行
されない可能性があります。
修正できないエラーが原因でサーバ リブートが NA
行われる場合、診断操作が失敗する可能性があ
ります。
メモリ エラーが原因で診断操作が停止する場 NA
合、診断操作エラーが発生する可能性がありま
す。
診断操作は、管理型エンドポイントのフェール このエラーは外部イベントによってトリガーさ
オーバーやクリティカルな UCSM プロセスの再 れます。診断操作をやり直します。
起動などの外部イベントにより中断することが
あります。このような状況では、診断操作が取
り消され、メモリ テストが失敗としてマークさ
れます。
メモリ テストが失敗してエラーが発生します。 [シャーシ/サーバ/障害
修正できないエラーが検出されます。
（Chassis/Server/Faults）] タブで、サー
バ エラーを確認します。
[シャーシ/サーバ/SEL ログ
（Chassis/Server/SEL Logs）] タブで、
SEL ログを調べて DIMM エラーを確認します。
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メモリ テスト エラーをさらに分析する必要が
あります。

プライマリ FI の /workspace パーティションに
ある次のログ ファイル アーカイブで、診断操
作のログを確認します。
diagnostics/diag_log_<system-name>_<timestamp>_<chassis-id>_<blade-id>.tgz
前述のログ ファイル アーカイブ内で分析ファ
イル
tmp/ServerDiags/MemoryPmem2.<id>/MemoryPmem2.analysis
を参照します。
次のコマンドを使用して、分析ファイルで診断
ログを見つけます。
# for file in `ls
/workspace/diagnostics/*diag*`; do
tar -tzvf $file | grep analysis &&
echo "IN " $file; done
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