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ブートポリシー
CiscoUCSManagerでは、ブレードサーバとラックサーバのブートポリシーを作成できます。

CiscoUCSManager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

たとえば、関連付けられたサーバをローカルディスクやCD-ROM（仮想メディア（VMedia））
などのローカルデバイスからブートしたり、SANブートや LAN（PXE）ブートを選択したり
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
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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。

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。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。

•下位互換性のための任意の LUN。ただし、これは非推奨です。その他のデバイスでは、
正常なブートを確保するために、ブート可能なイメージを保持している必要はありませ

ん。

（注）

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。CiscoUCSManager
では、BIOSファームウェアインターフェイスの代わりにUEFIが使用されます。これにより、
BIOSはレガシーサポートを提供する一方で UEFIで動作できるようになります。

ブートポリシーを作成する際は、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、Cisco UCS C125 M5サーバ以外のすべての
Cisco UCSサーバでサポートされます。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。Cisco UCS C125 M5
サーバは UEFIブートモードのみサポートしています。

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アダプタと QLogicアダプタ。

• Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSラックサーバ上の Broadcomアダプタに
対する iSCSIブート。
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• 2つの iSCSI LUNで UEFIブートモードを使用する場合は、Cisco UCS Managerに IQN接
尾辞プールからの名前の選択を許可するのではなく、基礎となる両方の iSCSI eNICに適
用されるサービスプロファイルに共通の iSCSIイニシエータ名を手動で指定する必要があ
ります。共通の名前を指定しない場合、Cisco UCS Managerは 2番目の iSCSI LUNを検出
できません。

•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ているブートデバイスに UEFI対応オペレーティングシステ
ムがインストールされている場合にのみ、サーバは UEFIモードで正常に起動します。互
換性のある OSが存在しない場合、ブートデバイスは [Boot Order Details]領域の [Actual
Boot Order]タブに表示されません。

•ごくまれですが、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
かったため、UEFIブートが成功しない場合があります。UEFIシェルを使用すると、UEFI
ブートマネージャエントリを手動で入力することができます。この状況は、以下の場合

に発生する可能性があります。

• UEFIブートモードが有効なブレードサーバがサービスプロファイルから関連付けを
解除され、[Equipment]タブまたは前面パネルを使用してブレードの電源を手動でオ
ンにする場合。

• UEFIブートモードが有効なブレードサーバがサービスプロファイルから関連付けを
解除され、直接の VICファームウェアアップグレードが試行される場合。

• UEFIブートモードが有効なブレードサーバまたはラックサーバが SAN LUNから
ブートされ、サービスプロファイルが移行される場合。

Cisco UCS Managerで UEFIブートパラメータを作成できます。詳細については「UEFI
ブートパラメータ（66ページ）」を参照してください。

UEFIセキュアブート
Cisco UCSManagerは、Cisco UCS BシリーズM3以降のブレードサーバ、 Cisco UCS Cシリー
ズM3以降のラックサーバ、Cisco UCS SシリーズM4ラックサーバ、および Cisco UCS C125
M5サーバで UEFIセキュアブートをサポートしています。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、そのイメージに Cisco認証局（CA）
またはMicrosoft CAによる署名が必要です。

UEFIセキュアブートには次の制限が適用されます。

• UEFIブートモードは、ブートポリシーで有効にする必要があります。

• UEFIブートモードは、ドライブでのみ使用可能です。

• Cisco UCSManager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。
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UEFIブートモードは、リリース 2.2(3a)以降のCiscoUCSC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。

（注）

•ユーザ生成された暗号キーはサポートされません。

• UEFIセキュアブートは、Cisco UCS Managerでのみ制御できます。

•サーバがセキュアブートモードのときにCiscoUCSManagerを以前のバージョンにダウン
グレードする場合は、ダウングレードする前に、サーバの関連付けを解除し、再び関連付

ける必要があります。これを行わないと、サーバディスカバリは失敗します。

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。

CIMCセキュアブートは Cisco UCS C220 M4/M5、C240 M4/M5、
および C480 M5 /C480 M5 MLラックサーバでデフォルトで有効
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
動的に有効になります。

（注）

• 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。
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CIMCセキュアブートのステータスの判別

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始

します。

UCS-A# scope server server-numステップ 1

サーバ CIMCモードに入ります。UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2

指定されたサーバのCIMCセキュアブー
トのステータスが表示されます。次のい

ずれかになります。

UCS-A /server/cimc # show secure-bootステップ 3

• [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。

• [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。

• [Enabling]：CIMCセキュアブート
は有効化され、操作は進行中です。

• [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。

例

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

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始

します。

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

サーバ CIMCモードに入ります。UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2

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

UCS-A /server/cimc # enable secure-bootステップ 3

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。

一度有効化すると、CIMCセ
キュアブートを無効化できま

せん。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /server/cimc # commit-bufferステップ 4

例

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。

始める前に

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。
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以下の例では、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。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

ブートポリシーを作成する場合は、

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。

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

ステップ 3

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、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。

（注）

このブートポリシーを使用するサーバ

が、ブート順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。

UCS-A /org/boot-policy # set
reboot-on-update {no | yes}

ステップ 4

[yes]を選択すると、CiscoUCSManager
は設定エラーを表示し、[Boot Order]

UCS-A /org/boot-policy # set
enforce-vnic-name {no | yes}

ステップ 5

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

サーバブートの設定
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目的コマンドまたはアクション

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 UCSManager
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。

このブートポリシーを使用するサーバ

が UEFIまた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。

UCS-A /org/boot-policy # set boot-mode
{legacy | uefi}

ステップ 6

Cisco UCS C125 M5サーバは
UEFIブートモードのみをサ
ポートします。

（注）

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /org/boot-policy # commit-bufferステップ 7

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。

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

ステップ 8

セキュアブートがブートポリシーに対

してイネーブルにするかを指定しま

す。

UCS-A /org/boot-policy/boot-security #
set secure-boot {no | yes}

ステップ 9

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

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

ステップ 10

例

以下の例では、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."
UCS-A /org/boot-policy* # set reboot-on-update no
UCS-A /org/boot-policy* # set boot-mode uefi
UCS-A /org/boot-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy # create boot-security
UCS-A /org/boot-policy/boot-security* # set secure-boot yes
UCS-A /org/boot-policy/boot-security* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/boot-security #
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次のタスク

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 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（54ページ）に進みます。

• SANBoot：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 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（
10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。

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（59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（61ページ）に進みます。

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。

ヒント

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ブートを含
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。

シスコでは、システム内で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
使用を推奨しています。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、新しいサーバは、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、新しいサーバは同じサーバと認識されます。

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）。

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

（注）

ブートポリシー用 SANブートポリシー設定

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。

ヒント

この手順は、ブートポリシーの作成（6ページ）から直接続いています。

始める前に

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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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、サーバサービスプロファイルのブートポリシーからすべてのローカルディスク

と他の SAN LUNを最初に削除することをお勧めします。

これは、Cisco UCS Miniシリーズには適用されません。

（注）

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
スコープ下の 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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。

UCS-A /org/boot-policy # create sanステップ 3

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。

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

ステップ 4

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、組織

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

ステップ 5

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
で拡張ブート順を使用する場合は、定義

したブート順が使用されます。標準ブー

トモードでは、「プライマリ」、「セ

カンダリ」という用語が使用されている

場合これはブート順序を示すものではあ

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。

SANブートに使用される vHBAを指定
します。

UCS-A /org/boot-policy/ssn/san-image # set
vhba vhba-name

ステップ 6

サーバブートの設定
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目的コマンドまたはアクション

プライマリまたはセカンダリ SANブー
トパスを作成し、組織ブートポリシー

の SANパスモードを開始します。

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

ステップ 7

Cisco UCS M3サーバ、またはM4サーバ
で拡張ブート順を使用する場合は、定義

したブート順が使用されます。標準ブー

トモードでは、「プライマリ」、「セ

カンダリ」という用語が使用されている

場合これはブート順序を示すものではあ

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。

ブートイメージへの SANパスに使用さ
れる LUNまたはWWNを指定します。

UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path
# set {lun lun-id | wwn wwn-num}

ステップ 8

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path
# commit-buffer

ステップ 9

例

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

サーバブートの設定
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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 #

次のタスク

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。

iSCSIブート
iSCSIブートを利用すると、サーバは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搭載し、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 VIC 1455

• 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 Virtual Interface Card

• 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（14ページ）を参照してくだ
さい。

iSCSIブートを実装するための手順の概要については、iSCSIブートの設定（18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、それら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。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

サーバブートの設定
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iSCSIブートファームウェアテーブル（iBFT）を初期化してホストメモリにポスト紙、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。

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。

（注）

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。

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
プタを含むサーバについては、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。

（注）

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が推奨する
解決方法に従ってください。

サーバブートの設定
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•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。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（可能な場合）。IP
アドレスは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を使用して静的または動的に割
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。

•オペレーティングシステム（OS）は iSCSI Boot Firmware Table（iBFT）互換である必要が
あります。

• RHEL7.xの場合は、インストールの前にカーネルパラメータ「rd.iscsi.ibft=1」が必須
となります。パラメータを入力しないと、iSCSIブートに失敗することがあります。

• 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。アダプタカードの取り付け方法や交

換方法については、『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 Boot to Target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 Boot to Target設定を無効
にし、OSをインストールした後で、Boot to Target設定を再度有効にします。

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。

（注）

• iSCSIターゲットに OSをインストールするときは、iSCSIターゲットの順番を OSイ
メージが存在するデバイスよりも前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ツールで変更しないでくださ
い。

サーバブートの設定
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• 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 UCSM81KR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：

• 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 Boot to Target設定はサポートされていません。

• iSCSIターゲットに OSをインストールするときは、iSCSIターゲットの順番を OSイ
メージが存在するデバイスよりも後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オペレーティングシステムは、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
CiscoUCS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。

サーバブートの設定
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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。

（注）

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。

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。

（注）

始める前に

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の iSCSI vNICの作成（30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（26ページ）を参照してください。

サーバブートの設定
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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。

手順

目的コマンドまたはアクション

詳細については、iSCSIアダプタポリ
シーの作成（20ページ）を参照して
ください。

（任意） iSCSIブートのアダプタポリ
シーを設定します。

ステップ 1

詳細については、認証プロファイルの

作成（22ページ）を参照してくださ
い。

（任意）イニシエータとターゲットの

認証プロファイルを設定します。

ステップ 2

詳細については、イニシエータプール

への IPアドレスのブロックの追加（
24ページ）を参照してください。

（任意） 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。

ステップ 3

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

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。

ステップ 4

ついては、iSCSIアダプタポリシーのまたは、特定のサービスポリシーに対

作成（20ページ）を参照してくださ
い。

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。

詳細については、サービスプロファイ

ルテンプレートの作成を参照してくだ

さい。

すべてのサービスプロファイルで使用

できるブートポリシーを作成した場合

は、それをサービスプロファイルに割

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 5

イーサネット vNICは、iSCSIデバイス
のオーバーレイ vNICとして使用され

サービスプロファイルでイーサネット

vNICを設定します。
ステップ 6

ます。詳細については、サービスプロ

ファイルの vNICの設定を参照してく
ださい。

詳細については、サービスプロファイ

ルの iSCSI vNICの作成（30ページ）
を参照してください。

サービスプロファイルで iSCSI vNIC
を作成します。

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

スタティック IPアドレスを使用して起
動する iSCSIイニシエータの作成（33

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

ステップ 8

ページ）、IPプールからの IPアドレスiSCSIイニシエータがブートするよう
に設定します。 を使用してブートする iSCSIイニシエー

タの作成（36ページ）、またはDHCP
を使用してブートする iSCSIイニシエー
タの作成（38ページ）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（47ページ）また

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 9

は iSCSI自動ターゲットの作成（50
ページ）を参照してください。

詳細については、ブレードサーバまた

はサーバプールとのサービスプロファ

イルの関連付けを参照してください。

サービスプロファイルをサーバと関連

付けます。

ステップ 10

詳細については、「Verifying iSCSI
Boot」を参照してください。

iSCSIブート動作を確認します。ステップ 11

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。

サーバに OSをインストールします。ステップ 12

•『Cisco UCS Bシリーズブレード
サーバ VMwareインストレーショ
ンガイド』

•『Cisco UCS Bシリーズブレード
サーバ Linuxインストレーション
ガイド』

•『Cisco UCS Bシリーズブレード
サーバ Windowsインストレーショ
ンガイド』

サーバをブートします。ステップ 13

サーバブートの設定
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iSCSIアダプタポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

iSCSIアダプタポリシーを作成します。UCS-A /org # create iscsi-policy
policy-name

ステップ 2

iSCSIアダプタポリシーに説明を記入
します。

（任意） UCS-A /org/iscsi-policy # set
descr description

ステップ 3

Cisco UCSが、最初のログインに失敗
し、iSCSIアダプタが使用できないと
見なすまで待機する秒数。

必須: UCS-A /org/iscsi-policy # set
iscsi-protocol-item connection-timeout
timeout-secs

ステップ 4

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
ムウェアの値セットを使用します（デ

フォルト：15秒）。

DHCPサーバが使用できないとイニシ
エータが判断するまで待機する秒数。

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

ステップ 5

60～ 300の整数を入力します（デフォ
ルト：60秒）。

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。

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

ステップ 6

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
ムウェアの値セットを使用します（デ

フォルト：15秒）。

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

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

ステップ 7

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
BroadcomBCM57711アダプタにだけ適
用されます。

サーバブートの設定
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目的コマンドまたはアクション

HBAモードをイネーブルにするかどう
かを指定します。

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

ステップ 8

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
UCSNICM51KR-Bアダプタがあるサー
バに対してのみイネーブルにするよう

にします。

iSCSIターゲットからブートするかど
うかを指定します。

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

ステップ 9

このオプションは、Cisco UCS NIC
M51KR-Bアダプタを備えたサーバだけ
に適用されます。また、サーバにオペ

レーティングシステムをインストール

するまではディセーブルにしておく必

要があります。

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

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

ステップ 10

例

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 connection-timeout 60
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item dhcp-timeout 200
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item lun-busy-retry-count 5
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item tcp-time-stamp yes
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item hbamode yes
UCS-A /org/iscsi-policy* # set iscsi-protocol-item boottotarget yes
UCS-A /org/iscsi-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/iscsi-policy #

次のタスク

アダプタポリシーはサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

サーバブートの設定
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iSCSIアダプタポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

iSCSIアダプタポリシーを削除します。UCS-A /org # delete iscsi-policy
policy-name

ステップ 2

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3

例

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 #

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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

ステップ 3

認証用のパスワードを作成します。UCS-A /org/auth-profile* # set passwordステップ 4

サーバブートの設定
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/auth-profile* # commit-bufferステップ 5

現在のモードを終了します。UCS-A /org/auth-profile* # exitステップ 6

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。

ステップ 7

例

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

次のタスク

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

指定した認証プロファイルを削除しま

す。

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

ステップ 2

サーバブートの設定
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3

例

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る 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

目的コマンドまたはアクション

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に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

iSCSIイニシエータプールを指定する
モードを開始します。

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

ステップ 2

IPプールの説明を記入します。（任意） UCS-A /org/ip-pool # set descr
description

ステップ 3

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、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。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A /org/ip-pool # set assignmentorder
{default | sequential}

ステップ 4

• default：Cisco UCS Managerはプー
ルからランダム IDを選択します。

サーバブートの設定
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目的コマンドまたはアクション

• sequential：Cisco UCS Managerは
プールから最も小さい使用可能な

IDを選択します。

iSCSIイニシエータの IPアドレスのブ
ロックを作成します。

UCS-A /org/ip-pool# create block
from_ip_address to_ip_address
default_gateway subnet_mask

ステップ 5

作成した IPアドレスのブロックを表示
します。

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

ステップ 6

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/ip-pool/block # commit-bufferステップ 7

例

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

次のタスク

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。

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

目的コマンドまたはアクション

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に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

iSCSIイニシエータプールを指定する
モードを開始します。

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

ステップ 2

サーバブートの設定
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

ステップ 3

IPアドレスのブロックが削除されたこ
とを示します。

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

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/ip-pool# commit bufferステップ 5

例

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 # scope org /
UCS-A /org # scope ip-pool iscsi-initiator-pool
UCS-A /org/ip-pool # delete block 40.40.40.10 40.40.40.50 40.40.40.1 255.0.0.0
UCS-A /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。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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

サーバブートの設定
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目的コマンドまたはアクション

.（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

れた後に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は、

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。

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

ステップ 3

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、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。

（注）

[yes]を選択すると、CiscoUCSManager
はブートポリシー内で指定されたデバ

（任意） UCS-A /org/boot-policy # set
enforce-vnic-name {no | yes}

ステップ 4

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 UCSManager
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。

このブートポリシーを使用するサーバ

が、ブート順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。

UCS-A /org/boot-policy # set
reboot-on-update {no | yes}

ステップ 5

Cisco UCS Manager GUIで、ブートポ
リシーの[順序を変更したときにリブー
トする（Reboot on Boot Order Change]
チェックボックスがオンになってい

サーバブートの設定
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目的コマンドまたはアクション

て、CD-ROMまたはフロッピーがブー
ト順序の最後のデバイスの場合、デバ

イスを削除または追加してもブート順

序には直接影響せず、サーバは再起動

しません。

ブートポリシーに iSCSIブートを追加
します。

UCS-A /org/boot-policy # create iscsiステップ 6

Cisco UCSManagerが iSCSIターゲット
に到達するために使用する、プライマ

UCS-A /org/boot-policy/iscsi # create path
{primary | secondary}

ステップ 7

リパスとセカンダリパスを指定しま

す。iSCSIブートの場合は 2つのパス
を設定します。CiscoUCSManagerは、
プライマリパスを最初に使用し、この

パスで失敗した場合はセカンダリパス

を使用します。

iSCSI vNICを作成します。UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path # create
iscsivnicname iscsi-vnic-name

ステップ 8

iSCSIパスモードを終了します。UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path # exitステップ 9

ブート順序内の iSCSIブート順序を指
定します。

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

ステップ 10

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

ステップ 11

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

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

ステップ 12

例

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

サーバブートの設定
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UCS-A /org/boot-policy/iscsi* # set order 2
UCS-A /org/boot-policy/iscsi* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy #

次のタスク

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

[General]タブの [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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

ブートポリシーから iSCSIブートを削
除します。

UCS-A /org/boot-policy # delete iscsiステップ 3

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/boot-policy # commit-bufferステップ 4

例

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。
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始める前に

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（16ページ）
を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

指定された名前でイニシエータを作成し

ます。名前には 16文字以内の英数字を
使用できます。

UCS-A /org/service-profile# set
iscsi-identity {initiator
nameinitiator-name|initiator-pool-namepool-name}

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 4

現在のモードを終了します。UCS-A /org/auth-profile* # exitステップ 5

例

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。

始める前に

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。

サーバブートの設定
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手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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

ステップ 3

この iSCSI vNIC用に作成した iSCSIア
ダプタポリシーを指定します。

（任意） UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set
iscsi-adaptor-policy iscsi-adaptor-name

ステップ 4

iSCSI vNICによって使用される認証プ
ロファイルを設定します。設定する認

（任意） UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi* # set
auth-name authentication-profile-name

ステップ 5

証プロファイルがすでに存在している

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（22ページ）
を参照してください。

iSCSI vNICのMACアドレスを指定し
ます。

UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* #
set identity { dynamic-mac
{dynamic-mac-address | derived } |
mac-pool mac-pool-name }

ステップ 6

MACアドレスは、CiscoUCS
NIC M51KR-Bアダプタ専用
に設定されます。

（注）

iSCSI発信側の名前または iSCSI発信側
名の提供元の IQNプール名を指定しま

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

ステップ 7

す。iSCSI発信側名には最大 223文字
を使用できます。

オーバーレイ vNICとして iSCSIデバ
イスで使用される、イーサネットvNIC

UCS-A /org/service-profile/vnic-iscsi* #
set overlay-vnic-name overlay-vnic-name

ステップ 8

を指定します。詳細については、サー

ビスプロファイルの vNICの設定を参
照してください。

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。

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

ステップ 9

VLAN名を指定します。デフォルトの
VLANは [default]です。Cisco UCS

UCS-A
/org/service-profile/vnic-iscsi/eth-if* # set
vlanname vlan-name

ステップ 10

M81KR仮想インターフェイスカード
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目的コマンドまたはアクション

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。

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

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

ステップ 11

例

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

次のタスク

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

ステップ 2

指定したサービスプロファイルから指

定した iSCSI vNICを削除します。
UCS-A /org/service-profile # delete
vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 4

例

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起動する 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。

始める前に

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に iSCSI vNICを作成済。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

ステップ 3

IPインターフェイスを作成します。UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
create ip-if

ステップ 4

スタティック IPブートパラメータを
入力することを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if*
# enter static-ip-params

ステップ 5

スタティック IPアドレスを指定しま
す。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# set addr ip-address

ステップ 6

デフォルトゲートウェイの IPアドレ
スを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# set default-gw ip-address

ステップ 7

プライマリ DNS IPアドレスを指定し
ます。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# set primary-dns ip-address

ステップ 8

セカンダリ DNS IPアドレスを指定し
ます。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# set secondary-dns ip-address

ステップ 9

サブネットマスクを指定します。UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# set subnet subnet-ip-address

ステップ 10

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/eth-if/ip-if/static-ip-params*
# commit buffer

ステップ 11

例

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
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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

次のタスク

iSCSIターゲットを作成します。

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

指定した iSCSIvNICのコンフィギュレー
ションモードを開始します。

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

ステップ 3

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。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
scope ip-if

ステップ 4

発信側からスタティック IPブートパラ
メータを削除します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if*
# delete static-ip-params

ステップ 5

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/static-ip-params*
# commit buffer

ステップ 6

例

次に、スタティック IPアドレスブートパラメータを発信側から削除し、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A # 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 # scope ip-if
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UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if # delete static-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # commit-buffer

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。

始める前に

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を作成済。

•サービスプロファイルに iSCSI vNICを作成済。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

ステップ 3

指定した iSCSIvNICのコンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot #
scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 4

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。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi* #
scope ip-if

ステップ 5

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

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if*
# enter pooled-ip-params

ステップ 6

を使用して iSCSIイニシエータがブート
するよう指定します。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params*
# commit buffer

ステップ 7
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例

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
るよう設定する例を示します。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile accounting
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi iSCSI1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # scope ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # enter pooled-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params* # commit buffer

次のタスク

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

ステップ 3

指定した iSCSIvNICのコンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/ #
scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 4

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。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
enter ip-if

ステップ 5

iSCSIイニシエータがブートのために 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。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if*
# delete pooled-ip-params

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/pooled-ip-params*
# commit buffer

ステップ 7

例

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 # scope org
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 # enter ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete pooled-ip-params
UCS-A /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。

始める前に

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に iSCSI vNICを作成済。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

指定した iSCSIvNICのコンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot #
scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 4

IPインターフェイスを作成します。UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
create ip-if

ステップ 5

DHCPを使用してブートするよう発信側
を設定していることを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if*
# create dhcp-ip-params

ステップ 6

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params*
# commit buffer

ステップ 7

例

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 # scope org
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 ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # create dhcp-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params* # commit-buffer

次のタスク

iSCSIターゲットを作成します。

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A # scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

ステップ 3

指定した iSCSIvNICのコンフィギュレー
ションモードを開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot #
scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 4

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。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
enter ip-if

ステップ 5

発信側がブートのために DHCPを使用
しないことを指定します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if*
# delete dhcp-ip-params

ステップ 6

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params*
# commit buffer

ステップ 7

例

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 # scope org
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 # enter ip-if
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if* # delete dhcp-ip-params
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ip-if/dhcp-ip-params* # commit-buffer

IQNプール
IQNプールは、Cisco UCSドメイン内の iSCSI vNICによって発信側 IDとして使用される iSCSI
修飾名（IQN）の集合です。

IQNプールのメンバは、プレフィックス:サフィックス:数字の形式になります。これで、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プールには、番号の範囲やサフィックスが異なる（ただし、プレフィクスは共通してい
る）複数の IQNブロックを含めることができます。
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IQNプールの作成

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。CiscoUCSNICM51KR-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。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

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に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

指定された名前でIQNプールを作成し、
組織 IQNプールモードを開始します。

UCS-A /org # create iqn-pool pool-nameステップ 2

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

にこの名前を変更することはできませ

ん。

IQNブロックメンバーのプレフィック
スを指定します。アダプタカードによっ

UCS-A /org/iqn-pool # set iqn-prefix prefixステップ 3

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。

IQNプールの説明を記入します。256文
字以下で入力します。

（任意） UCS-A /org/iqn-pool # set descr
description

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、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。

（注）

次のいずれかになります。UCS-A /org/iqn-pool # set assignmentorder
{default | sequential}

ステップ 5

• default：Cisco UCS Managerはプー
ルからランダム IDを選択します。
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目的コマンドまたはアクション

• 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。

IQNブロック（範囲）を作成し、組織
IQNプールブロックモードを開始しま

UCS-A /org/iqn-pool # create block suffix
from to

ステップ 6

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。

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
モードで create blockコマンド
を複数入力します。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/iqn-pool/block # commit-bufferステップ 7

例

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 #

次のタスク

IQNサフィックスプールは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

目的コマンドまたはアクション

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に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

指定したプールの組織 IPプールモード
を開始します。

UCS-A /org # scope ip-pool pool-nameステップ 2

IPアドレスブロック（範囲）を作成し、
組織 IPプールブロックモードを開始し

UCS-A /org/ip-pool # create block
first-ip-addr last-ip-addr gateway-ip-addr
subnet-mask

ステップ 3

ます。アドレス範囲の最初と最後の 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します。

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。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A /org/ip-pool/block # commit-bufferステップ 4

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。

UCS-A /org/ip-pool/block # exitステップ 5

IPv6アドレスのブロック（範囲）を作
成し、組織 IPプール IPv6ブロックモー

UCS-A /org/ip-pool # create ipv6-block
first-ip6-addr last-ip6-addr gateway-ip6-addr
prefix

ステップ 6

ドを開始します。アドレス範囲の最初と

最後の IPv6アドレス、ゲートウェイ
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。

IPv6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 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。

（注）

サーバブートの設定

43

サーバブートの設定

IPプールへのブロックの追加



目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/ip-pool/ ipv6-block #
commit-buffer

ステップ 7

例

この例では、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
UCS-A /org/ip-pool # create block 192.168.100.1 192.168.100.200 192.168.100.10
255.255.255.0
UCS-A /org/ip-pool/block* # commit-buffer
UCS-A /org/ip-pool/block #exit
UCS-A /org/ip-pool* # create ipv6-block 2001:888::10 2001:888::100 2001:888::1 64
UCS-A /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すると、 Cisco UCS Managerはそのブロックの中の vNIC
またはvHBAに割り当てられたアドレスを再割り当てしません。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

IPv6アドレスブロックは、vNICまたは vHBAには適用できません。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

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に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

指定したプールの組織 IPプールモード
を開始します。

UCS-A /org # scope ip-poolpool-nameステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

IPv4または IPv6アドレスの指定された
ブロック（範囲）を削除します。

UCS-A /org/ip-pool # delete
{ip-block|ipv6-block}
{first-ip-addr|first-ip6-addr}{last-ip-addr|
last-ip6-addr}

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/ip-pool # commit-bufferステップ 4

例

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 #

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は、に割り当てられたアドレスを再割り当てしま
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

目的コマンドまたはアクション

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に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

指定された IQNプールを削除します。UCS-A /org # delete iqn-pool pool-nameステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3

例

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 #

IQNプール使用の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

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に /を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

指定したプールの組織 IQNプールモー
ドを開始します。

UCS-A /org # scope iqn-pool pool-nameステップ 2

IQNブロックメンバの割り当てを表示
します。

UCS-A /org/iqn-pool # show pooledステップ 3

例

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 #
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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。

始める前に

iSCSI vNICを作成済みです。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

iSCSIブートパラメータを設定するモー
ドを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

ステップ 3

指定した vNIC名で iSCSI vNICモード
を開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot #
scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 4

iSCSI vNICのスタティックターゲット
を作成し、プライオリティレベルを指

定します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
create static-target-if {1 | 2}

ステップ 5

有効なプライオリティレベルは 1また
は 2です。

iSCSIターゲットの iSCSI修飾名
（IQN）または拡張固有識別子（EUI）
の名前を定義する正規表現。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if
# set name name

ステップ 6

任意の英数字および次の特殊文字を入

力することができます。

• .（ピリオド）

•：（コロン）

• -（ダッシュ）

この名前は、標準の IQNまた
はEUIのガイドラインに従っ
て適切な形式にする必要があ

ります。

重要
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目的コマンドまたはアクション

以下に、正しい形式の iSCSIターゲッ
ト名の例を示します。

• iqn.2001-04.com.example

• iqn.2001-04.com.example:storage:diskarrays-sn-a8675309

• iqn.2001-04.com.example:storage.tape1.sys1.xyz

• iqn.2001-04.com.example:storage.disk2.sys1.xyz

• eui.02004567A425678D

iSCSIターゲットに関連付けられたポー
ト。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if
# set port port-num

ステップ 7

1～65535の整数を入力します。デフォ
ルト値は 3260です。

ターゲットがそれ自体を認証する必要

があり、認証プロファイルを設定済み

（任意） UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if
# set auth-name auth-profile

ステップ 8

の場合、認証プロファイルの名前を指

定する必要があります。

関連する iSCSI認証プロファイルの名
前。

iSCSIターゲットに割り当てられた IPv4
アドレス。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if
# set ipaddress ipv4-address

ステップ 9

インターフェイスの位置に対応する

LUNを作成します。
UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if
# create lun

ステップ 10

ターゲット LUN IDを指定します。有
効値は 0～ 65535です。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun*
# set id id-number

ステップ 11

現在のコンフィギュレーションモード

を終了します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if/lun*
# exit

ステップ 12

現在のコンフィギュレーションモード

を終了します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/static-target-if
# exit

ステップ 13

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
commit-buffer

ステップ 14
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ステップ 5～ 14を繰り返し
て 2番目のスタティックターゲットを
作成します。

ステップ 15

例

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
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

次のタスク

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。
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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、CiscoUCSManager
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。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

iSCSIブートパラメータを設定するモー
ドを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

ステップ 3

指定した vNIC名で iSCSI vNICモード
を開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot #
scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 4

iSCSI vNICのスタティックターゲット
を削除します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
delete static-target-if

ステップ 5

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
commit-buffer

ステップ 6

例

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 # scope org test
UCS-A /org # scope service-profile sample
UCS-A /org # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi trial
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # delete static-target-if 1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer
UCS-A /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。
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始める前に

iSCSIターゲットを自動作成する前に、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、iSCSIブートのガイドライン
と前提条件（14ページ）を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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

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

ステップ 2

スプロファイル組織モードを開始しま

す。

iSCSIブートパラメータを設定するモー
ドを開始します。

UCS-A /org # scope iscsi-boot

例：

ステップ 3

指定した vNIC名の iSCSI vNICサービ
スプロファイル組織モードを開始しま

す。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot #
scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 4

iSCSI vNICの自動ターゲットを作成し
ます。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/ #
create auto-target-if

ステップ 5

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の iSCSIvNIC
の作成（30ページ）を参照してくださ
い。

自動ターゲットのベンダー IDを設定し
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。

（任意） UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if*
# set dhcp-vendor-id vendor-id

ステップ 6

現在のコンフィギュレーションモード

を終了します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi/auto-target-if*
# exit

ステップ 7

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscis-boot/vnic-iscsi #
commit-buffer

ステップ 8
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例

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 # scope org
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 auto-target-if
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 # scope org
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 auto-target-if
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

次のタスク

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。

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、CiscoUCSManager
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。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

iSCSIブートパラメータを設定するモー
ドを開始します。

UCS-A /org/service-profile # scope
iscsi-boot

ステップ 3

指定した vNIC名で iSCSI vNICモード
を開始します。

UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot #
scope vnic-iscsi iscsi-vnic-name

ステップ 4

iSCSI vNICのスタティックターゲット
を削除します。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
delete static-target-if

ステップ 5

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi #
commit-buffer

ステップ 6

例

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 # scope org test
UCS-A /org # scope service-profile sample
UCS-A /org # scope iscsi-boot
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot # scope vnic-iscsi trial
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # delete static-target-if 1
UCS-A /org/service-profile/iscsi-boot/vnic-iscsi # commit-buffer
UCS-A /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（KVMコン
ソールの起動）」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、
『UCSManagerGUIConfigurationGuide（UCSManagerGUIコンフィギュレーションガイド）』
の「Starting the KVM Console（KVMコンソールの起動）」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。
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Logging in the 1st iSCSI Target…. 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。

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

始める前に

LANブート設定を含めるブートポリシーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。

UCS-A /org/boot-policy # create lanステップ 3

LANブートのブート順序を指定します。UCS-A /org/boot-policy/lan # set order
{1 | 2 | 3 | 4}

ステップ 4

プライマリまたはセカンダリ LANブー
トパスを作成し、組織ブートポリシー

の LANパスモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/lan # create path
{primary | secondary}

ステップ 5

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。

UCS-A /org/boot-policy/lan/path # set vnic
vnic-name

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 7

例

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 #

次のタスク

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異なるローカルデバイスから起動することができます。

強化されたブート順序を使用しているCisco UCSM3以降のブレードサーバとラックサーバの
場合、トップレベルと第 2レベルのどちらのブートデバイスも選択できます。

（注）

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。

• [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。

• [Local JBOD]：ブート可能な JBODからの起動を有効にします。

• [SD card]：SDカードからの起動を有効にします。

• [Internal USB]：内部 USBからの起動を有効にします。

• [External USB]：外部 USBからの起動を有効にします。
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• [Embedded Local LUN]：すべての Cisco UCS C240 M4およびM5サーバ上の内蔵ローカル
LUNからの起動を有効にします。

• [Embedded Local Disk]：すべての Cisco UCS C240 M4およびM5サーバ上の内蔵ローカル
ディスクからの起動を有効にします。

CiscoUCSC125M5サーバでは、別のPCIeストレージコントロー
ラがない場合、このオプションを使用しないでください。代わり

に、[Add Local Disk]オプションを使用します。

（注）

第 2レベルのデバイスは、強化されたブート順序を使用している Cisco UCS M3以降のブレー
ドサーバとラックサーバに対してのみ使用できます。

（注）

仮想メディアブート

ブートポリシーを設定して、サーバからアクセスできる仮想メディアデバイスから 1つ以上
のサーバを起動できます。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、通常、サーバに手動でオペレーティングシステムをインストー

ルするために使用されます。

第 2レベルのデバイスは、強化されたブート順序を使用している Cisco UCS M3以降のブレー
ドサーバとラックサーバに対してのみ使用できます。

（注）

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。

NVMeのブート

リリース 3.2(1)以降、Cisco UCS Managerには NVMeデバイスをM5ブレードサーバやラック
サーバのブートポリシーに追加するオプションが備わっています。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デバイスで起動し
ます。

ブートポリシー用ローカルディスクブートの設定

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
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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。

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を使用する必要があります。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。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。

UCS-A /org/boot-policy # create storageステップ 3

ローカルストレージ場所を作成し、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。

UCS-A /org/boot-policy/storage # create
local

ステップ 4

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。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ #
create {local-any | local-lun | sd-card |
usb-extern | usb-intern}

ステップ 5

• [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。

標準のブート順序を使用

しているCiscoUCSM1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。

サーバブートの設定

57

サーバブートの設定

ブートポリシー用ローカルディスクブートの設定



目的コマンドまたはアクション

• [sd-card]：SDカード。

• [usb-extern]：外部 USBカード。

• [usb-intern]：内部 USBカード。

強化されたブート順序を使用している

Cisco UCS M3以降のブレードサーバと
ラックサーバの場合、トップレベルと

第 2レベルのどちらのブートデバイス
も選択できます。標準ブート順序を使用

する Cisco UCS M1およびM2ブレード
サーバとラックサーバの場合、トップ

レベルのブートデバイスのみを選択で

きます。

指定したローカルストレージデバイス

のブート順序を設定します。1～ 16の
整数を入力します。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device
# set order order_number

ステップ 6

Cisco UCS M3サーバ、またはM4サーバ
で拡張ブート順を使用する場合は、定義

したブート順が使用されます。標準ブー

トモードでは、「プライマリ」、「セ

カンダリ」という用語が使用されている

場合これはブート順序を示すものではあ

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。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device
# commit-buffer

ステップ 7

例

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 #
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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 #

次のタスク

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。

ブートポリシー用仮想メディアブートの設定

仮想メディアでは、USBをイネーブル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お勧めします。

• [Make Device Non Bootable]：[disabled]に設定します。

• [USB Idle Power Optimizing Setting]：[high-performance]に設定します。

（注）

始める前に

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。
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手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

ブートポリシーの指定仮想メディア

ブートを作成し、組織ブートポリシー

UCS-A /org/boot-policy # create
virtual-media {read-only | read-only-local
| read-only-remote | read-write |

ステップ 3

の仮想メディアモードを開始します。

次のいずれかになります。
read-write-drive | read-write-local |
read-write-remote}

• [read-only]：ローカルまたはリモー
ト CD/DVD。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-only-local]：ローカル
CD/DVD。

• [read-only-remote]：リモート
CD/DVD。

M5ブレードサーバを使用した設定
で、ISOをKVMコンソールにマッ
ピングしている場合は、ブート順序

には [Remote CD/DVD]のみを使用
してください。

• [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。

• [read-write-remote]：リモートフロッ
ピーディスクドライブ。
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目的コマンドまたはアクション

強化されたブート順序を使用

しているCiscoUCSM3以降の
ブレードサーバとラックサー

バの場合、トップレベルと第

2レベルのどちらのブートデ
バイスも選択できます。標準

ブート順序を使用する Cisco
UCS M1およびM2ブレード
サーバとラックサーバの場

合、トップレベルのブートデ

バイスのみを選択できます。

（注）

仮想メディア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。
UCS-A /org/boot-policy/virtual-media # set
order order_number

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

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

ステップ 5

例

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

次のタスク

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

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。（注）

始める前に

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。

UCS-A /org/boot-policy # scope storageステップ 3

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。

UCS-A /org/boot-policy/storage # scope
local

ステップ 4

ブートポリシーに NVMeブートを作成
します。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local #
create nvme

ステップ 5

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 /org/boot-policy/storage/local* #
commit-buffer

ステップ 6

例

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

次のタスク

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media ?

ステップ 3

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。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media {access |
vMediaMappingName}

ステップ 4

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。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media read-write-remote-drive
vMediaMap0}

ステップ 5

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org/boot-policy/virtual-media* #
commit-buffer

ステップ 6

次のブート順序を表示します。

Boot virtual media：

UCS-A /org/boot-policy/virtual-media* #
show detail expand

ステップ 7

Order：1

Access：読み取り/書き込みリモート
vMediaドライブ

Name：vmediaMap0

例

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

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server chassis_id/blade_idステップ 1

CIMCモードを開始します。UCS-A# /chassis/server # scope cimcステップ 2

vMediaマッピングの詳細を表示します。UCS-A /chassis/server/cimc # show
vmedia-mapping-list detail expand

ステップ 3

例

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A /org/boot-policy # create storageステップ 3

ローカルストレージ場所を作成し、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。

UCS-A /org/boot-policy/storage # create
local

ステップ 4

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。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ #
create local-lun

ステップ 5

指定した LUNのブート順序を指定しま
す。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun #
create local-lun-image-path {primary |
secondary}

ステップ 6

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。

重要

ブートを開始する LUNの名前を指定し
ます。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path
# set lunname lun_name

ステップ 7

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device
# commit-buffer

ステップ 8

例

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 #

次のタスク

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。

サーバブートの設定

65

サーバブートの設定

ローカル LUNのブートポリシーの設定



ブートポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

指定されたブートポリシーを削除しま

す。

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

ステップ 2

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3

例

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

始める前に

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。

UCS-A /org/boot-policy # scope storageステップ 3

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。

UCS-A /org/boot-policy/storage # scope
local

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ #
scope {local-any | local-lun | sd-card |
usb-extern | usb-intern}

ステップ 5

• [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。

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。

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。

重要

ローカル LUNのイメージパスを指定
します。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun #
scope local-lun-image-path {primary |
secondary}

ステップ 6

UEFIのブートパラメータを作成し、
UEFIブートパラメータモードを開始
します。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path
# create uefi-boot-param

ステップ 7

ブートローダの名前を設定します。UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param*
# set bootloader-name name

ステップ 8

ブートローダのパスを設定します。UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param*
# set bootloader-path path

ステップ 9

ブートローダの説明を記入します。UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param*
# set boot-description "description"

ステップ 10
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path/uefi-boot-param*
# commit-buffer

ステップ 11

例

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 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

始める前に

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

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。
UCS-A /org/boot-policy # scope iscsiステップ 3

iSCSI LUNのイメージパスを指定しま
す。

UCS-A /org/boot-policy/iscsi # scope path
{primary | secondary}

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

UEFIのブートパラメータを作成し、
UEFIブートパラメータモードを開始し
ます。

UCS-A /org/boot-policy/iscsi/path # create
uefi-boot-param

ステップ 5

ブートローダの名前を設定します。UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# set bootloader-name name

ステップ 6

ブートローダのパスを設定します。UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# set bootloader-path path

ステップ 7

ブートローダの説明を記入します。UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# set boot-description "description"

ステップ 8

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/iscsi/path/uefi-boot-param*
# commit-buffer

ステップ 9

例

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
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手順

目的コマンドまたはアクション

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。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

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。

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

ステップ 2

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。
UCS-A /org/boot-policy # scope sanステップ 3

SANイメージを開始します。UCS-A /org/boot-policy/san # scope
san-image {primary | secondary}

ステップ 4

SAN LUNのイメージパスを入力しま
す。

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

ステップ 5

UEFIのブートパラメータを作成し、
UEFIブートパラメータモードを開始
します。

UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path
# create uefi-boot-param

ステップ 6

ブートローダの名前を設定します。UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param*
# set bootloader-name name

ステップ 7

ブートローダのパスを設定します。UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param*
# set bootloader-path path

ステップ 8

ブートローダの説明を記入します。UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param*
# set boot-description "description"

ステップ 9

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param*
# commit-buffer

ステップ 10

例

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
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Hat Enterprise Linux"
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path/uefi-boot-param* # commit-buffer
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