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BIOS設定

Server BIOS Settings
Cisco UCS provides two methods for making global modifications to the BIOS settings on servers in an
Cisco UCSドメイン. You can create one or more BIOS policies that include a specific grouping of BIOS
settings that match the needs of a server or set of servers, or you can use the default BIOS settings for a
specific server platform.

Both the BIOS policy and the default BIOS settings for a server platform enable you to fine tune the BIOS
settings for a server managed by Cisco UCS Manager.
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Depending upon the needs of the data center, you can configure BIOS policies for some service profiles
and use the BIOS defaults in other service profiles in the same Cisco UCSドメイン, or you can use only
one of them. You can also use Cisco UCS Manager to view the actual BIOS settings on a server and
determine whether they are meeting current needs.

Cisco UCSManager pushes BIOS configuration changes through a BIOS policy or default BIOS settings
to the Cisco Integrated Management Controller (CIMC) buffer. These changes remain in the buffer and
do not take effect until the server is rebooted.

We recommend that you verify the support for BIOS settings in the server that you want to configure.
Some settings, such as Mirroring Mode for RAS Memory, are not supported by all Cisco UCS servers.

Note

Main BIOS Settings
The following table lists the main server BIOS settings that you can configure through a BIOS policy or
the default BIOS settings:

DescriptionName

Properties

When the server is rebooted after you change one or more
BIOS settings.

If you enable this setting, the server is rebooted according to
the maintenance policy in the server's service profile. For
example, if the maintenance policy requires user
acknowledgment, the server is not rebooted and the BIOS
changes are not applied until a user acknowledges the pending
activity.

If you do not enable this setting, the BIOS changes are not
applied until the next time the server is rebooted, whether as
a result of another server configuration change or a manual
reboot.

Reboot on BIOS Settings Change

BIOS Setting

What the BIOS displays during Power On Self-Test (POST).
This can be one of the following:

• Disabled—The BIOS displays all messages and Option
ROM information during boot.

• Enabled—The BIOS displays the logo screen, but does
not display any messages or Option ROM information
during boot.

• [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の値を使用します。

Quiet Boot
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DescriptionName

What happens when the server encounters a critical error
during POST. This can be one of the following:

• Disabled—The BIOS continues to attempt to boot the
server.

• Enabled—The BIOS pauses the attempt to boot the
server and opens the Error Manager when a critical error
occurs during POST.

• [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の値を使用します。

POST error pause

How the server behaves when power is restored after an
unexpected power loss. This can be one of the following:

• Stay Off—The server remains off until manually
powered on.

• Last State—The server is powered on and the system
attempts to restore its last state.

• Reset—The server is powered on and automatically reset.

• [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の値を使用します。

Resume on AC power loss

Whether the power and reset buttons on the front panel are
ignored by the server. This can be one of the following:

• Disabled—The power and reset buttons on the front
panel are active and can be used to affect the server.

• Enabled—The power and reset buttons are locked out.
The server can only be reset or powered on or off from
the CIMC GUI.

• [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の値を使用します。

Front panel lockout
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DescriptionName

Consistent Device Naming allows Ethernet interfaces to be
named in a consistent manner. This makes Ethernet interface
names more uniform, easy to identify, and persistent when
adapter or other configuration changes are made.

Whether consistent device naming is enabled or not. This can
be one of the following:

• Disabled—Consistent device naming is disabled for the
BIOS policy.

• Enabled—Consistent device naming is enabled for the
BIOS policy. This enables Ethernet interfaces to be
named consistently.

• [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の値を使用します。

CDN Control

プロセッサの BIOS設定

次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができるプロセッ
サの BIOS設定を示しています。

説明名前

プロセッサでインテルターボブーストテクノロジーを

使用するかどうか。このテクノロジーでは、仕様より

も低い電力、温度、または電圧でプロセッサが動作し

ていると、自動的にそのプロセッサの周波数が上がり

ます。次のいずれかになります。

• [disabled][Disabled]：プロセッサの周波数は自動的
には上がりません。

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

• [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の値を使用します。

[Intel Turbo Boost Tech]
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説明名前

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

の電圧やコア周波数をシステムが動的に調整できます。

このテクノロジーにより、平均電力消費量と平均熱発

生量が減少する可能性があります。次のいずれかにな

ります。

• [disabled][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][Enabled]：プロセッサでEnhanced Intel
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す

ることが可能になります。

• [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の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートする

かどうかについては、オペレーティングシステムのベ

ンダーに問い合わせることを推奨します。

[Enhanced Intel SpeedStep Tech]

プロセッサでインテルハイパースレッディングテクノ

ロジーを使用するかどうか。このテクノロジーでは、

マルチスレッドソフトウェアアプリケーションのス

レッドを各プロセッサ内で並列に実行できます。次の

いずれかになります。

• [disabled][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][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。

• [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の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートする

かどうかについては、オペレーティングシステムのベ

ンダーに問い合わせることを推奨します。

[Intel HyperThreading Tech]
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説明名前

Intel Speed Selectテクノロジーを使用して CPUのパ
フォーマンスを向上させ、論理プロセッサコア、頻度、

および TDPスレッド設定の数に基づいて、3つの動作
プロファイルのいずれかで実行するCPUを調整し、基
本プラットフォームのデフォルト設定でパフォーマン

スを向上させます。これらのプロファイルは、高、中、

および低のコア設定に対応しており、次のいずれかに

なります。

•基本：プロセッサでは高度コア設定を使用します。

•オプション 1：プロセッサでは中度コア設定を使
用します。

•オプション2：プロセッサでは低コア設定を使用し
ます。

• [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の値を使用します。

低コアプロファイルを使用すると、CPUを最大周波数
で動作させることができます。Intel速度の選択（73
ページ）設定例を参照してください。

Intel速度の選択

パッケージ内のCPUごとの論理プロセッサコアの状態
を設定します。この設定を無効にした場合は、Intel
Hyper Threading Technologyも無効になります。次のい
ずれかになります。

• [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。マルチプロセッ

シングを無効にして、サーバで動作するCPUごと
の論理プロセッサコアを 1つだけにするには、[1]
を選択します。

• [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の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートする

かどうかについては、オペレーティングシステムのベ

ンダーに問い合わせることを推奨します。

[コア多重処理（Core Multi
Processing）]
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説明名前

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ディセーブル

にします。この設定は、損害、ワームの増殖、および

特定クラスの悪意のあるバッファオーバーフロー攻撃

を防止するのに役立ちます。次のいずれかになります。

• [disabled][Disabled]：プロセッサがメモリ領域を分
類しません。

• [enabled][Enabled]：プロセッサがメモリ領域を分類
します。

• [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の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートする

かどうかについては、オペレーティングシステムのベ

ンダーに問い合わせることを推奨します。

[Execute Disable Bit]

プロセッサで Intel Virtualization Technologyを使用する
かどうか。このテクノロジーでは、1つのプラット
フォームで、複数のオペレーティングシステムとアプ

リケーションをそれぞれ独立したパーティション内で

実行できます。次のいずれかになります。

• [disabled][Disabled]：プロセッサでの仮想化を禁止
します。

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

ン内で実行できます。

• [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の値を使用します。

このオプションを変更した場合は、設定を有

効にするためにサーバの電源を再投入する必

要があります。

（注）

[Intel Virtualization Technology]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

Whether the processor allows the Intel hardware prefetcher
to fetch streams of data and instruction from memory into the
unified second-level cache when necessary. This can be one
of the following:

• [disabled][Disabled]：ハードウェアプリフェッチャ
は使用しません。

• [enabled][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][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の値を使用します。

CPU Performancemust be set toCustom in order
to specify this value. For any value other than
Custom, this option is overridden by the setting in
the selected CPU performance profile.

（注）

[Hardware Prefetcher]

Whether the processor fetches cache lines in even/odd pairs
instead of fetching just the required line. This can be one of
the following:

• [disabled][Disabled]：プロセッサで必要な行のみを
取得します。

• [enabled][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][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の値を使用します。

CPU Performancemust be set toCustom in order
to specify this value. For any value other than
Custom, this option is overridden by the setting in
the selected CPU performance profile.

（注）

[Adjacent Cache Line Prefetcher]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

Whether the processor uses the DCU IP Prefetch mechanism
to analyze historical cache access patterns and preload the
most relevant lines in the L1 cache. This can be one of the
following:

• [disabled][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][Enabled]：DCUPrefetcherでキャッシュ読
み取りパターンを分析し、必要と判断した場合に

キャッシュ内の次の行を事前に取得します。

• [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の値を使用します。

[DCU Streamer Prefetch]

Whether the processor uses the DCU IP Prefetch mechanism
to analyze historical cache access patterns and preload the
most relevant lines in the L1 cache. This can be one of the
following:

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

• [enabled][Enabled]：DCUIP 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][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の値を使用します。

[DCU IP Prefetcher]

KTIプリフェッチは、DDRバス上でメモリ読み込みが
早期に開始されるようにするメカニズムです。これは

次のいずれかになります。

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

• [enabled][Enabled]：KTIPrefetcher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][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の値を使用します。

[KTI Prefetch]ドロップダウンリスト

サーバ関連ポリシー
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説明名前

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

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

• [enabled][Enabled]：LLCPrefetcherで最も関連性が
高いと判断されたデータを含むL1キャッシュをプ
リロードします。

• [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の値を使用します。

[LLCPrefetch]ドロップダウンリスト

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

求のコピーをメモリコントローラのプリフェッチャに

発行するかどうか。次のいずれかになります。

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

• [enabled][Enabled]：CPUはXPT Prefetcherオプショ
ンを有効にします。

•自動化：CPU自動化では XPT Prefetcherオプショ
ンを有効にします。

• [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の値を使用します。

[XPTPrefetch]ドロップダウンリスト

サーバ関連ポリシー
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説明名前

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][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][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][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][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の値を使用します。

[Direct Cache Access]

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。

• [disabled][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][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][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の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートする

かどうかについては、オペレーティングシステムのベ

ンダーに問い合わせることを推奨します。

[Processor C State]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

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][Disabled]：CPUは C1状態でも引き続き
最大周波数で動作します。

• [enabled][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][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の値を使用します。

[Processor C1E]

プロセッサからオペレーティングシステムにC3レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [enabled][Enabled]：プロセッサからC3レポートを
OSに送信します。

• [disabled][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Advanced
Configuration 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][ACPIC3]：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][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の値を使用します。

CiscoUCSB440 Serverの場合、[BIOS Setup]メニューで
これらのオプションに対して [enabled]と [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 [enabled]
が設定されます。

[Processor C3 Report]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

プロセッサからオペレーティングシステムにC6レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled][Disabled]：プロセッサからC6レポートを
送信しません。

• [enabled][Enabled]：プロセッサからC6レポートを
送信します。

• [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の値を使用します。

[Processor C6 Report]

プロセッサからオペレーティングシステムにC7レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [c7][C7]：プロセッサからC7フォーマットを使用
してレポートを送信します。

• [c7s][C7s]：プロセッサからC7sフォーマットを使
用してレポートを送信します。

• [disabled][Disabled]：プロセッサからC7レポートを
送信しません。

• [enabled][Enabled]：プロセッサからC7レポートを
送信します。

• [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の値を使用します。

[Processor C7 Report]ドロップダウン
リスト

CMCIの生成を有効にします。次のいずれかになりま
す。

• [disabled][Disabled]：プロセッサはCMCIを無効に
します。

• [enabled][Enabled]：プロセッサはCMCIを有効にし
ます。

• [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の値を使用します。

[Processor CMCI]ドロップダウンリ
スト

サーバ関連ポリシー
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説明名前

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。

• [Custom]：

• [enterprise][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。

• [high-throughput][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。

• [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の値を使用します。

[CPU Performance]

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][AutoMax]：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][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の値を使用します。

[Max Variable MTRR Setting]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

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

ります。

• [disabled][Disabled]：プロセッサがローカルX2APIC
を無効にします。

• [enabled][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][Auto]：検出されたxAPICアーキテクチャを
自動的に使用します。

• [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の値を使用します。

[Local X2 APIC]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

Enables you to configure the CPU powermanagement settings
for the following options:

• Enhanced Intel Speedstep Technology

• Intel Turbo Boost Technology

• Processor Power State C6

Power Technology can be one of the following:

• [disabled][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][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][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][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の値を使用します。

[Power Technology]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

Allows you to determine whether system performance or
energy efficiency is more important on this server. This can
be one of the following:

• [performance][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][BalancedPerformance]：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][BalancedEnergy]：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][EnergyEfficient]：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。

• [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の値を使用します。

Power Technology must be set to Custom or the
server ignores the setting for this parameter.

（注）

[Energy Performance]

Whether the CPU is allowed to drop below the maximum
non-turbo frequency when idle. This can be one of the
following:

• [disabled][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][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][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の値を使用します。

[Frequency Floor Override]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

Allows you to define how BIOS communicates the P-state
support model to the operating system. There are 3 models as
defined by the Advanced Configuration and Power Interface
(ACPI) specification.

• [hw-all][HWALL]：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][SWALL]：OSPowerManager（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][SWANY]：OS Power 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][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の値を使用します。

Power Technology must be set to Custom or the
server ignores the setting for this parameter.

（注）

[P STATE Coordination]

Allows you to tune the system settings between the memory
bandwidth and power consumption. This can be one of the
following:

• [auto][Auto]：CPUがDRAMクロックスロットリン
グ設定を決定します。

• [balanced][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][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][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の値を使用します。

[DRAM Clock Throttling]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

このオプションでは、外部クロックジェネレータのク

ロック拡散スペクトルを有効または無効にすることが

できます。

Cisco Bシリーズサーバおよび SシリーズM5サーバの
場合、このオプションはデフォルトで無効になってい

ます。Cisco Cシリーズラックサーバでは、デフォル
トで有効になっています。

• [無効 (Disabled)]—クロック拡散スペクトルのサ
ポートは使用できません。

• [Enabled(有効)]—クロック拡散スペクトルのサポー
トは常に使用できます。

• [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の値を使用します。

[External SSC enable]ドロップダウン
リスト

Whether the CPU divides memory blocks and spreads
contiguous portions of data across interleaved channels to
enable simultaneous read operations. This can be one of the
following:

• [auto][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]：

• [2-way][2Way]：

• [3-way][3Way]：

• [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][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の値を使用します。

[Channel Interleaving]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

Whether the CPU interleaves physical ranks of memory so
that one rank can be accessed while another is being refreshed.
This can be one of the following:

• [auto][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]：

• [2-way][2Way]：

• [4-way][4-way]

• [8-way][8Way]：最大量のランクインターリーブが
使用されます。

• [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の値を使用します。

[Rank Interleaving]ドロップダウンリ
スト

CPUがサブNUMAクラスタリングをサポートするかど
うか。そのクラスタリングでは、タグディレクトリと

メモリチャネルは常に同じ領域にあります。次のいず

れかになります。

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

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

• [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の値を使用します。

[Sub NUMA Clustering]ドロップダウ
ンリスト

この BIOSオプションは、Integrated Memory Controller
（IMC）間のインターリーブを制御します。

• [1-way Interleave]：インターリーブはありません。

• [2-way Interleave]：2つの IMC間でアドレスがイン
ターリーブされます。

• [Auto]：CPUが IMCのインターリーブモードを決
定します。

• [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。

[IMC Interleave]ドロップダウンリス
ト

サーバ関連ポリシー
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説明名前

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
のいずれかになります。

• [2-way-node-interleave][2Way Node Interleave]：

• [4-way-node-interleave][4Way Node Interleave]

• [Numa - 1 Way Node Interleave]

• [8-way-node-interleave][8Way interleaving Inter Socket]

• [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の値を使用します。

[Memory Interleaving]

Whether the system corrects single bit memory errors
encountered when the CPU or I/O makes a demand read. This
can be one of the following:

• [disabled][Disabled]：1ビットメモリエラーは修正
されません。

• [enabled][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][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の値を使用します。

[Demand Scrub]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

Whether the system actively searches for, and corrects, single
bit memory errors even in unused portions of the memory on
the server. This can be one of the following:

• [disabled][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][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][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の値を使用します。

[Patrol Scrub]

次のいずれかになります。

• [disabled][無効（Disabled）]：

• [enabled][有効（Enabled）]：

• [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の値を使用します。

DCPMMファームウェアのダウング
レード

Thermal Design Power (TDP)のカスタマイズされた値を
設定できます。次のいずれかになります。

•自動：プロセッサの定格 TDP値を使用します。

•手動：TDP値をカスタマイズできます。

設定可能な TDPコントロール

サーバ関連ポリシー
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説明名前

物理サーバがインストールされている地点のおよその

海抜（m単位）。次のいずれかになります。

• [auto][Auto]：物理的な高度をCPUが決定します。

• [300-m][300M]：サーバは、海抜約 300 mです。

• [900-m][900M]：サーバは、海抜約 900 mです。

• [1500-m][1500M]：サーバは、海抜約 1500mです。

• [3000-m][3000M]：サーバは、海抜約 3000mです。

• [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の値を使用します。

[Altitude]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

[Package C State Limit]

サーバ関連ポリシー
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説明名前

アイドル時にサーバコンポーネントが使用できる電力

量。次のいずれかになります。

C220M4、C240M4、C460M4、および S3260
M4サーバの場合は、パッケージ Cの状態制

（注）

限を制限なし、またはプラットフォームのデ

フォルトに設定することを推奨します。

パッケージCの状態制限制限なしに変更する
場合は、パワーテクノロジーがカスタムに設

定されていることを確認します。

• [auto][Auto]：物理的な高度をCPUが決定します。

• [no-limit][NoLimit]：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

サーバ関連ポリシー
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説明名前

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。

• [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の値を使用します。

プロセッサのHardware PowerManagement（HWPM）を
イネーブルにします。次のいずれかになります。

• [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の値を使用します。

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

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

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

• [Native Mode with no Legacy]（GUIのみ）

[CPU Hardware Power Management]ド
ロップダウンリスト

BIOSまたはOSによってエネルギーパフォーマンスの
バイアス調整をオンにできるかどうかを指定します。

オプションは [BIOS]と [OS]です。

• [BIOS]：

• [OS]：

• [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の値を使用します。

[Energy Performance Tuning]ドロップ
ダウンリスト

サーバ関連ポリシー
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説明名前

この機能を使用すると、ワークロードを最適化できま

す。オプションは [Balanced]と [I/O Sensitive]です。

• [Balanced]：

• [IO Sensitive]：

• [NUMA]：（GUIのみ）

• [UMA]：（GUIのみ）

• [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の値を使用します。

[Balanced]を使用することを推奨します。

[WorkloadConfiguration]ドロップダウ
ンリスト

AMDプロセッサがアイドル状態（ほとんど使用されて
いない状態）のときにコアの周波数を上げるかどうか

を指定します。次のいずれかになります。

• [Auto]：パフォーマンスをブーストする方法をCPU
で自動的に決定します。

• [Disabled]：CPUにより自動的にブーストパフォー
マンスが決定されます。

• [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の値を使用します。

[Core Performance Boost]ドロップダ
ウンリスト

プロセッサの非コア部分の周波数のスケーリングを設

定できます。これは次のいずれかになります。

• [有効(Enabled)]]:プロセッサのコア以外の周波数
を、負荷に基づいて上下します。(デフォルト)

• [無効 (Disabled)]:プロセッサのコア以外の周波数
を固定します。

• [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の値を使用します。

[非コア周波数スケーリング (Uncore Frequency Scaling)]
の固定の上限値と下限値については、『Intel® Dear
Customer Letter (DCL)』を参照してください。

[非コア周波数スケーリング (Uncore
Frequency Scaling)]ドロップダウンリ
スト

サーバ関連ポリシー
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説明名前

プロセッサの温度設計電力 (TDP)値の調整を可能にし
ます。プロセッサの動作とパフォーマンスレベルを変

更することにより、プロセッサの消費電力とTDPを同
時に調整できます。したがって、プロセッサは、使用

可能な冷却容量と望ましい消費電力に応じて、パフォー

マンスレベルが高いまたは低い方で動作します。

これは次のいずれかになります。

• [通常 (normal)]: CPUは通常のパフォーマンスレベ
ルで動作します。(デフォルト)

• [レベル 1 (Level 1)]

• [レベル 2 (Level 2)]

TDPレベルの値については、『Intel® Dear
CustomerLetter (DCL)』を参照してください。

（注）

[TDPの設定（Config TDP）]ドロッ
プダウンリスト

複数のソケット間での Intel Ultra Path Interconnect (UPI)
リンク速度の設定を可能にします。これは次のいずれ

かになります。

• [自動 (auto)]]:最適なリンク速度を自動的に設定し
ます。(デフォルト)

• [9.6 GT/s]:このオプションは、最適なリンク速度
として 9.6GT/sを使用します。

• [10.4 GT/s]:このオプションは、最適なリンク速度
として 10.4GT/sを使用します。

• [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の値を使用します。

[UPIリンク周波数選択 (UPI Link
Frequency Select)]ドロップダウンリ
スト
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説明名前

AMDプロセッサが IOベースのCステートジェネレー
ションおよびDFCステートを制御するかどうかです。
これは次のいずれかになります。

• [Auto]：CPUで IOベースのCステートの生成方法
を自動的に決定します。

• [Disabled]：グローバルCステートの制御が無効に
なります。

• [Enabled]：グローバルCステートの制御が有効に
なります。

• [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の値を使用します。

[Global C-state Control]ドロップダウ
ンリスト

プロセッサで、AMD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、L1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。

• [auto][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][Disabled]：ハードウェアプリフェッチャ
は使用しません。

• [enabled][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][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の値を使用します。

[L1 Stream HW Prefetcher]ドロップ
ダウンリスト

サーバ関連ポリシー
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説明名前

プロセッサで、AMDハードウェアプリフェッチャが
必要に応じてメモリからデータおよび命令ストリーム

を取得し、L2キャッシュに入れることを許可するかど
うかを指定します。次のいずれかになります。

• [auto][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][Disabled]：ハードウェアプリフェッチャ
は使用しません。

• [enabled][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][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の値を使用します。

[L2 Stream HW Prefetcher]ドロップ
ダウンリスト
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説明名前

物理メモリの更新中に別のメモリにアクセスできるよ

う、AMD CPUがメモリをインターリーブするかどう
かを指定します。このオプションは、ファブリックレ

ベルでメモリのインターリーブを制御します。チャネ

ル、ダイ、ソケットの要件はメモリによって異なるた

め、選択したオプションがメモリでサポートされない

場合これらは無視されます。次のいずれかを選択でき

ます。

• [Auto]：CPUがメモリのインターリーブの方法を
決定します。

• [Channel]：各チャネルに単一の連続したアドレス
空間を配置するのではなく、複数のチャネル全体

に物理アドレス空間をインターリーブします。

• [Die]：各ダイに単一の連続したアドレス空間を配
置するのではなく、複数のダイ全体に物理アドレ

ス空間をインターリーブします。

• [None]：同一の物理メモリから連続したメモリブ
ロックにアクセスします。

• [Socket]：各ソケットに単一の連続したアドレス空
間を配置するのではなく、複数のソケット全体に

物理アドレス空間をインターリーブします。

• [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の値を使用します。

[AMD Memory Interleaving]ドロップ
ダウンリスト
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説明名前

インターリーブされるメモリブロックのサイズを決定

します。また、インターリーブの開始アドレス（ビッ

ト 8、9、10、11）も指定します。次のいずれかになり
ます。

• 1 KB

• 2 KB

• 256バイト

• 512バイト

•自動: CPU、メモリブロックのサイズを決定しま
す。

• [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の値を使用します。

[AMD Memory Interleaving Size]ド
ロップダウンリスト

ノード 0に選択するDRAMチップ経由でメモリブロッ
クがインターリーブされるかどうか。次のいずれかに

なります。

• [Auto]：CPUでチップセレクトのインタリーブの
方法を自動的に決定します。

• [Disabled]：チップの選択は、メモリコントローラ
内でインターリーブされません。

• [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の値を使用します。

[Chipselect Interleaving]ドロップダ
ウンリスト

物理アドレスをアプリケーションに割り当てる方法を

決定します。次のいずれかになります。

• [Auto]：アプリケーションへの物理アドレスの割
り当て方法を CPUで自動的に決定します。

• [Disabled]：バンクグループスワップは使用され
ません。

• [Enabled]：バンクグループスワップによりアプリ
ケーションのパフォーマンスを向上させます。

• [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の値を使用します。

[Bank Group Swap]ドロップダウン
リスト
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説明名前

AMDプロセッサにより動作方法を決定できます。次の
いずれかになります。

• [Auto[：CPUはデフォルトの決定論的な電源設定
を自動で使用します。

• [Performance]：プロセッサは、最適なパフォーマ
ンスかつ一貫した方法で動作します。

• [Power]：プロセッサは、ダイごとに許容される最
大のパフォーマンスで動作します。

• [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の値を使用します。

[Determinism Slider]ドロップダウン
リスト

出入力メモリ管理ユニット（IOMMU）により、AMD
プロセッサが物理アドレスへ仮想アドレスをマッピン

グすることが可能です。次のいずれかになります。

• [Auto]：これらのアドレスのマッピング方法をCPU
で決定します。

• [Disabled]：IOMMUは使用されません。

• [Enabled]：IOMMUによりアドレスマッピングを
行います。

• [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の値を使用します。

[IOMMU]ドロップダウンリスト
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説明名前

AMDプロセッサコアを無効にしているため、有効に
するコアの数を選択できます。次のいずれかになりま

す。

• [FOUR（2+2）]：各 CPUコンプレックスで 2つの
コアを有効にします。

• [FOUR（4+0）]：片方の CPUコンプレックスのみ
で 4つのコアを有効にします。

• [SIX（3+3）]：各 CPUコンプレックスで 3つのコ
アを有効にします。

• [THREE（3+0）]：片方の CPUコンプレックスの
みで 3つのコアを有効にします。

• [TWO（1+1）]：各 CPUコンプレックスで 1つの
コアを有効にします。

• [TWO（2+0）]：片方の CPUコンプレックスのみ
で 2つのコアを有効にします。

• [Auto]：有効化する必要のあるコアの数を CPUで
判断します。

• [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の値を使用します。

[Downcore control]ドロップダウンリ
スト

プロセッサが AMDセキュア仮想マシンテクノロジを
使用するかどうか。次のいずれかを選択できます。

• [Disabled]：プロセッサで SVMテクノロジーを使
用しません。

• [Enabled]：プロセッサで SVMテクノロジーを使
用します。

• [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の値を使用します。

[SVM Mode]ドロップダウンリスト
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説明名前

プロセッサで AMD Simultaneous MultiThreadingテクノ
ロジーを使用するかどうかを指定します。このテクノ

ロジーでは、マルチスレッドソフトウェアアプリケー

ションのスレッドを各プロセッサ内で並列に実行でき

ます。次のいずれかになります。

• [Auto]：プロセッサは、マルチスレッドの並列実
行を許可します。

• [Off]：プロセッサでマルチスレッディングを禁止
します。

• [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の値を使用します。

[SMT Mode]ドロップダウンリスト

プロセッサで、メモリの暗号化サポートを実現する

Secure Memory Encryption Enable（SMEE）機能を使用
するかどうかを指定します。次のいずれかになります。

• [Disabled]：プロセッサでSMEE機能を使用しませ
ん。

• [Enabled]：プロセッサで SMEE機能を使用しま
す。

• [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の値を使用します。

[SMEE]ドロップダウンリスト

Intel Directed I/O BIOS Settings
The following table lists the Intel Directed I/O BIOS settings that you can configure through a BIOS policy
or the default BIOS settings:
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DescriptionName

Whether the processor uses Intel Virtualization Technology
for Directed I/O (VT-d). This can be one of the following:

• Disabled—The processor does not use virtualization
technology.

• Enabled—The processor uses virtualization technology.

• [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の値を使用します。

This option must be enabled if you want to change
any of the other Intel Directed I/O BIOS settings.

Note

Intel VT for directed IO

Whether the processor supports Intel VT-d Interrupt
Remapping. This can be one of the following:

• Disabled—The processor does not support remapping.

• Enabled—The processor usesVT-d Interrupt Remapping
as required.

• [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の値を使用します。

Intel VTD interrupt Remapping

Whether the processor supports Intel VT-d Coherency. This
can be one of the following:

• Disabled—The processor does not support coherency.

• Enabled—The processor uses VT-d Coherency as
required.

• [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の値を使用します。

Intel VTD coherency support

Whether the processor supports Intel VT-dAddress Translation
Services (ATS). This can be one of the following:

• Disabled—The processor does not support ATS.

• Enabled—The processor uses VT-d ATS as required.

• [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の値を使用します。

Intel VTD ATS support
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DescriptionName

Whether the processor supports Intel VT-d Pass-throughDMA.
This can be one of the following:

• Disabled—The processor does not support pass-through
DMA.

• Enabled—The processor uses VT-d Pass-throughDMA
as required.

• [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の値を使用します。

Intel VTD pass through DMA support

RAS Memory BIOS Settings
The following table lists the RAS memory BIOS settings that you can configure through a BIOS policy
or the default BIOS settings:

DescriptionName

How the memory reliability, availability, and serviceability
(RAS) is configured for the server. This can be one of the
following:

• Maximum Performance—System performance is
optimized.

• Mirroring—System reliability is optimized by using
half the system memory as backup. This mode is used
for UCS M4 and lower blade servers.

• Lockstep—If the DIMM pairs in the server have an
identical type, size, and organization and are populated
across the SMI channels, you can enable lockstep mode
to minimize memory access latency and provide better
performance. Lockstep is enabled by default for B440
servers.

• Mirror Mode 1LM—Mirror Mode 1LM will set the
entire 1LM memory in the system to be mirrored,
consequently reducing the memory capacity by half. This
mode is used for UCS M5 blade servers.

• Sparing—System reliability is optimized by holding
memory in reserve so that it can be used in case other
DIMMs fail. This mode provides some memory
redundancy, but does not provide as much redundancy
as mirroring.

• [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の値を使用します。

Memory RAS configuration
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DescriptionName

Whether the BIOS supports NUMA. This can be one of the
following:

• Disabled—The BIOS does not support NUMA.

• Enabled—The BIOS includes the ACPI tables that are
required for NUMA-aware operating systems. If you
enable this option, the system must disable Inter-Socket
Memory interleaving on some platforms.

• [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の値を使用します。

NUMA optimized

Memorymirroring enhances system reliability by keeping two
identical data images in memory.

This option is only available if you choose the mirroring
option for Memory RAS Config. It can be one of the
following:

• Inter-Socket—Memory is mirrored between two
Integrated Memory Controllers (IMCs) across CPU
sockets.

• Intra-Socket—One IMC is mirrored with another IMC
in the same socket.

• [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の値を使用します。

Mirroring Mode

Sparing optimizes reliability by holding memory in reserve
so that it can be used in case other DIMMs fail. This option
provides some memory redundancy, but does not provide as
much redundancy as mirroring. The available sparing modes
depend on the current memory population.

This option is only available if you choose sparing option for
Memory RAS Config. It can be one of the following:

• DIMM Sparing—One DIMM is held in reserve. If a
DIMM fails, the contents of a failing DIMM are
transferred to the spare DIMM.

• Rank Sparing—A spare rank of DIMMs is held in
reserve. If a rank of DIMMs fails, the contents of the
failing rank are transferred to the spare rank.

• [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の値を使用します。

Sparing Mode
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DescriptionName

Whether the system prioritizes low voltage or high frequency
memory operations. This can be one of the following:

• Auto—The CPU determines whether to prioritize low
voltage or high frequency memory operations.

• Power Saving Mode—The system prioritizes low voltage
memory operations over high frequency memory
operations. This mode may lower memory frequency in
order to keep the voltage low.

• Performance Mode—The system prioritizes high
frequency operations over low voltage operations.

• [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の値を使用します。

LV DDR Mode

The refresh interval rate for internal memory. This can be one
of the following:

• 1x

• 2x

• 3x

• 4x

• Auto

• [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の値を使用します。

DRAM Refresh Rate

set dram-refresh-rate-config
dram-refresh

The voltage to be used by the dual-voltage RAM. This can be
one of the following:

• DDR3-1500mv

• DDR3-1350mv

• [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の値を使用します。

DDR3 Voltage Selection

Serial Port BIOS Settings
The following table lists the serial port BIOS settings that you can configure through a BIOS policy or
the default BIOS settings:
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DescriptionName

Whether serial port A is enabled or disabled. This can be one
of the following:

• Disabled—The serial port is disabled.

• Enabled—The serial port is enabled.

• [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の値を使用します。

Serial port A enable

USB BIOS Settings
The following table lists the USB BIOS settings that you can configure through a BIOS policy or the
default BIOS settings:

DescriptionName

Whether the server can boot from a USB device. This can be
one of the following:

• Disabled—The server can boot from a USB device.

• Enabled—The server cannot boot from a USB device.

• [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の値を使用します。

Make Device Non Bootable

Whether the system supports legacy USB devices. This can
be one of the following:

• Disabled—USB devices are only available to EFI
applications.

• Enabled—Legacy USB support is always available.

• Auto—Disables legacy USB support if no USB devices
are connected.

• [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の値を使用します。

Legacy USB Support
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DescriptionName

Whether the USB Idle Power Optimizing setting is used to
reduce USB EHCI idle power consumption. Depending upon
the value you choose, this setting can have an impact on
performance. This can be one of the following:

• high-performanceHigh Performance—The USB
System Idle Power Optimizing setting is disabled,
because optimal performance is preferred over power
savings.

Selecting this option can significantly improve
performance. We recommend you select this option
unless your site has server power restrictions.

• Lower Idle Power—The USB System Idle Power
Optimizing setting is enabled, because power savings are
preferred over optimal performance.

• [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の値を使用します。

USB Idle Power Optimizing Setting

USB front panel access lock is configured to enable or disable
the front panel access to USB ports. This can be one of the
following:

• Disabled

• Enabled

• [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の値を使用します。

USB Front Panel Access Lock

Whether the system supports 60h/64h emulation for complete
USB keyboard legacy support. This can be one of the
following:

• Disabled—60h/64 emulation is not supported.

• Enabled—60h/64 emulation is supported.

You should select this option if you are using a non-USB
aware operating system on the server.

• [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の値を使用します。

Port 60/64 Emulation
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DescriptionName

Whether the front panel USB devices are enabled or disabled.
This can be one of the following:

• Disabled—Disables the front panel USB ports. Devices
connected to these ports are not detected by the BIOS
and operating system.

• Enabled—Enables the front panel USB ports. Devices
connected to these ports are detected by the BIOS and
operating system.

• [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の値を使用します。

USB Port Front

Whether the internal USB devices are enabled or disabled.
This can be one of the following:

• Disabled—Disables the internal USB ports. Devices
connected to these ports are not detected by the BIOS
and operating system.

• Enabled—Enables the internal USB ports. Devices
connected to these ports are detected by the BIOS and
operating system.

• [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の値を使用します。

USB Port Internal

Whether the vKVM ports are enabled or disabled. This can
be one of the following:

• Disabled—Disables the KVM keyboard and/or mouse
devices. Keyboard and/or mouse will not work in the
KVM window.

• Enabled—Enables the KVM keyboard and/or mouse
devices.

• [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の値を使用します。

USB Port KVM
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DescriptionName

Whether the rear panel USB devices are enabled or disabled.
This can be one of the following:

• Disabled—Disables the rear panel USB ports. Devices
connected to these ports are not detected by the BIOS
and operating system.

• Enabled—Enables the rear panel USB ports. Devices
connected to these ports are detected by the BIOS and
operating system.

• [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の値を使用します。

USB Port Rear

Whether the SD card drives are enabled or disabled. This can
be one of the following:

• Disabled—Disables the SD card drives. The SD card
drives are not detected by the BIOS and operating system.

• Enabled—Enables the SD card drives.

• [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の値を使用します。

USB Port SD Card

Whether the virtual media devices are enabled or disabled.
This can be one of the following:

• Disabled—Disables the vMedia devices.

• Enabled—Enables the vMedia devices.

• [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の値を使用します。

USB Port VMedia

Whether all physical and virtual USB devices are enabled or
disabled. This can be one of the following:

• Disabled—All USB devices are disabled.

• Enabled—All USB devices are enabled.

• [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の値を使用します。

All USB Devices
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DescriptionName

Whether xHCI mode is enabled or disabled. This can be one
of the following:

• Disabled—xHCI mode is disabled.

• Enabled—xHCI mode is enabled.

• [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の値を使用します。

xHCI Mode

PCI Configuration BIOS Settings
The following table lists the PCI configuration BIOS settings that you can configure through a BIOS
policy or the default BIOS settings:

DescriptionName

Whether the BIOS maximizes memory usage below 4GB for
an operating system without PAE support, depending on the
system configuration. This can be one of the following:

• Disabled—Does not maximize memory usage. Choose
this option for all operating systems with PAE support.

• Enabled—Maximizes memory usage below 4GB for an
operating system without PAE support.

• [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の値を使用します。

Maximum memory below 4GB

Whether to enable or disable memory mapped I/O of 64-bit
PCI devices to 4GB or greater address space. Legacy option
ROMs are not able to access addresses above 4GB. PCI
devices that are 64-bit compliant but use a legacy option ROM
may not function correctly with this setting enabled. This can
be one of the following:

• Disabled—Does not map I/O of 64-bit PCI devices to
4GB or greater address space.

• Enabled—Maps I/O of 64-bit PCI devices to 4GB or
greater address space.

• [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の値を使用します。

Memory mapped IO above 4GB
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DescriptionName

Allows you to set the priority for VGA graphics devices if
multiple VGA devices are found in the system. This can be
one of the following:

• Onboard—Priority is given to the onboard VGA device.
BIOS post screen and OS boot are driven through the
onboard VGA port.

• Offboard—Priority is given to the PCIE Graphics
adapter. BIOS post screen andOS boot are driven through
the external graphics adapter port.

• Onboard VGA Disabled—Priority is given to the PCIE
Graphics adapter, and the onboard VGA device is
disabled.

The vKVM does not function when the
onboard VGA is disabled.

Note

• [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の値を使用します。

Only onboard VGA devices are supported with
Cisco UCS B-Series servers.

Note

VGA Priority

Allows you to set the level of ASPM (Active Power State
Management) support in the BIOS. This can be one of the
following:

• Disabled—ASPM support is disabled in the BIOS.

• Auto—The CPU determines the power state.

• ForceL0—Force all links to L0 standby (L0s) state.

• [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の値を使用します。

ASPM Support

Allows you to disable the PCI BME bit to mitigate the threat
from an unauthorized external DMA. This can be one of the
following:

• Disabled—PCI BME bit is disabled in the BIOS.

• Enabled—PCI BME bit is enabled in the BIOS.

• [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の値を使用します。

BME DMA Mitigation Support
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QPI BIOS Settings
The following table lists the QPI BIOS settings that you can configure through a BIOS policy or the default
BIOS settings:

DescriptionName

The Intel QuickPath Interconnect (QPI) link frequency, in
megatransfers per second (MT/s). This can be one of the following:

• 6.4 GT/s

• 7.2 GT/s

• 8.0 GT/s

• 9.6 GT/s

• Auto—The CPU determines the QPI link frequency.

• [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
るこの属性の値を使用します。

QPI Link Frequency Select

This can be one of the following:

• Home Snoop—The snoop is always spawned by the home agent
(centralized ring stop) for the memory controller. This mode has
a higher local latency than early snoop, but it provides extra
resources for a larger number of outstanding transactions.

• Cluster On Die—This mode is available only for processors
that have 10 or more cores. It is the best mode for highly NUMA
optimized workloads.

• Home Directory Snoop with OSB

• Early Snoop—The distributed cache ring stops can send a snoop
probe or a request to another caching agent directly. This mode
has lower latency and it is best for workloads that have shared
data sets across threads and can benefit from a cache-to-cache
transfer, or for workloads that are not NUMA optimized.

• Auto —The CPU determines the QPI Snoop mode.

• [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
るこの属性の値を使用します。

QPI Snoop Mode

LOM and PCIe Slots BIOS Settings
The following table lists the USB BIOS settings that you can configure through a BIOS policy or the
default BIOS settings:
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DescriptionName

Whether Option ROM is available on the SAS port. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

PCIe Slot SAS
OptionROM

This option allows you to restrict the maximum speed of an adapter card
installed in PCIe slot n. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Auto—The maximum speed is set automatically.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

PCIe Slot n Link Speed

Whether Option ROM is available on the port. This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

PCIe Slot n
OptionROM
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DescriptionName

Whether Option ROM is available on the HBA port. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

PCIe Slot HBA
OptionROM

Whether Option ROM is available on the MLOM port. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

PCIe Slot MLOM
OptionROM

Whether Option ROM is available on the port. This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

PCIe Slot Nx
OptionROM

Whether Option ROM is available on the 10G LOM port. This can be one of
the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• [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の
値を使用します。

PCIe 10G LOM 2 Link
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DescriptionName

PCI ROM Command Line Protocol (CLP) controls the execution of different
Option ROMs such as PxE and iSCSI that are present in the card. By default,
it is disabled.

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• [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の
値を使用します。

PCI ROM CLP

Whether the server can use Option ROM present in System IO Controller 1
(SIOC1). This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

SIOC1 Option ROM

Whether the server can use Option ROM present in System IO Controller 2
(SIOC2). This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

SIOC2 Option ROM
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DescriptionName

Whether the server can use Option ROM present in SBMezz1 controller. This
can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

SBMEZZ1 Option
ROM

Whether the server can use Option ROM present in SBMezz2 controller. This
can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

SBMEZZ2 Option
ROM

Whether option ROM is enabled on the IOE slot 1. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

IOESlot1 OptionROM
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DescriptionName

Whether option ROM is enabled on the IOE Mezz1. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

IOEMEZZ 1
OptionROM

Whether option ROM is enabled on the IOE slot 2. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

IOE Slot2 Option ROM

Whether option ROM is enabled on the IOE NVMe1. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

IO ENVME1 Option
ROM
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DescriptionName

Whether option ROM is enabled on the IOE NVMe2. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

IO ENVME2 Option
ROM

Whether the server can use Option ROM present in SBNVMe1 controller.
This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

SBNVME1 Option
ROM

Whether Option ROM is available on the MRAID port. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

PCIe Slot MRAID
OptionROM drop-down
list
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DescriptionName

Whether Option ROM is available on the RAID port. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

PCIe Slot RAID
OptionROM

Whether Option ROM is available on the Rear NVMEn port. This can be one
of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

PCIe Slot Rear Nvmen
OptionRom

This option allows you to restrict the maximum speed of an NVME card
installed in the rear PCIe slot 1. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Auto—The maximum speed is set automatically.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

Rear NVME1 Link
Speed
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DescriptionName

This option allows you to restrict the maximum speed of an NVME card
installed in the rear PCIe slot 2. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Auto—The maximum speed is set automatically.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

Rear NVME2 Link
Speed

This option allows you to restrict the maximum speed of an NVME card
installed in the front PCIe slot 1. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Auto—The maximum speed is set automatically.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

Front NVME1 Link
Speed

This option allows you to restrict the maximum speed of an NVME card
installed in the front PCIe slot 2. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Auto—The maximum speed is set automatically.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

Front NVME2 Link
Speed
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DescriptionName

This option allows you to restrict the maximum speed of an HBA card. This
can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Auto—The maximum speed is set automatically.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

HBA Link Speed

This option allows you to restrict the maximum speed of an MLOM adapter.
This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Auto—The maximum speed is set automatically.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

MLOM Link Speed

This option allows you to restrict the maximum speed of MRAID. This can
be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Auto—The maximum speed is set automatically.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

MRAID Link Speed
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DescriptionName

This option allows you to restrict the maximum speed of RAID. This can be
one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Auto—The maximum speed is set automatically.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

RAID Link Speed

Whether all onboard LOM ports are enabled or disabled. This can be one of
the following:

• Enabled—All onboard LOM are enabled.

• Disabled—All onboard LOM are disabled.

• [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の
値を使用します。

All Onboard LOM

Whether Option ROM is available on the LOM port 1. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

LOM Port 1
OptionRom
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DescriptionName

Whether Option ROM is available on the LOM port 2. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

LOM Port 2
OptionRom

The state of the adapter card installed in PCIe slot n. This can be one of the
following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

Slot n State

Whether the server can use Option ROM present in SBNVMe1 controller.
This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

SBNVMe1OptionROM
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DescriptionName

Whether the server can use Option ROM present in SBNVMe2 controller.
This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

SBNVMe2OptionROM

Whether the server can use Option ROM present in SIOCNVMe1 controller.
This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

SIOCNVMe1
OptionROM

Whether the server can use Option ROM present in SIOCNVMe2 controller.
This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

SIOCNVMe2
OptionROM
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DescriptionName

Whether the server can use Option ROM present in the SBLom1 controller.
This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• UEFI Only—The expansion slot is available for UEFI only.

• Legacy Only—The expansion slot is available for legacy only.

• [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の
値を使用します。

SBLom1 OptionROM

Link speed for SBNVMe slot n. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Enabled—The maximum speed is restricted.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

SBNVMen Link Speed

Link speed for SIOCNVMe slot n. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Enabled—The maximum speed is restricted.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

SIOCNVMen Link
Speed
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DescriptionName

Link speed for SIOC slot n. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Enabled—The maximum speed is restricted.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

SIOCn Link Speed

Link speed for SBMezz slot n. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Enabled—The maximum speed is restricted.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

SBMezzn Link Speed

Link speed for IOE slot n. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Enabled—The maximum speed is restricted.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

IOESlotn Link Speed

サーバ関連ポリシー

60

サーバ関連ポリシー

LOM and PCIe Slots BIOS Settings



DescriptionName

Link speed for IOEMezz slot n. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Enabled—The maximum speed is restricted.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

IOEMezzn Link Speed

Link speed for IOENVMe slot n. This can be one of the following:

• Gen 1—2.5GT/s (gigatransfers per second) is the maximum speed
allowed.

• Gen 2—5GT/s is the maximum speed allowed.

• Gen 3—8GT/s is the maximum speed allowed.

• Enabled—The maximum speed is restricted.

• Disabled—The maximum speed is not restricted.

• [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の
値を使用します。

IOENVMen Link
Speed

Whether the Ethernet Networking Identifier naming convention is according
to Consistent Device Naming (CDN) or the traditional way of naming
conventions. This can be one of the following:

• Enabled—OSEthernet Network Identifier is named in a consistent device
naming (CDN) convention according to the physical LANonMotherboard
(LOM) port numbering; LOM Port 0, LOM Port 1 and so on.

• Disabled—OS Ethernet Networking Identifier is named in a default
convention as ETH0, ETH1 and so on. By default, CDN option is disabled.

• [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の
値を使用します。

CDN Support for
LOMs
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DescriptionName

Whether NVMe SSDs that are connected to the PCIe bus can be hot swapped.
It also standardizes the LED status light on these drives. LED status lights can
be optionally programmed to display specific Failure indicator patterns.

This can be one of the following:

• Enabled—Hot swap of NVMe SSDs that are connected to the PCIe bus
is allowed.

• Disabled—Hot swap of NVMe SSDs that are connected to the PCIe bus
is not allowed.

• [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の
値を使用します。

VMD Enable

Access Control Services (ACS) allow the processor to enable or disable
peer-to-peer communication betweenmultiple devices for Control Slot n. This
can be one of the following:

• Enabled—Enables peer-to-peer communication betweenmultiple devices
for Control Slot n.

• Disabled—Disables peer-to-peer communication between multiple
devices for Control Slot n.

• [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の
値を使用します。

ACS Control SLOT-n

n = 11 to 14

Whether the Option ROM is enabled on GPU slot n. n is the slot number,
which can be numbered 1 through 8. This can be one of the following:

• Disabled—The expansion slot is not available.

• Enabled—The expansion slot is available.

• [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の
値を使用します。

PCIe Slot GPUn
OptionROM drop-down
list

Only for Cisco UCS
C480 M5 MLサーバ
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DescriptionName

Access Control Services (ACS) allow the processor to enable or disable
peer-to-peer communication between multiple devices for GPUs. This can be
one of the following:

• Disabled—Enables peer-to-peer communication betweenmultiple devices
for GPUs.

• Enabled—Disables peer-to-peer communication between multiple
devices for GPUs.

• [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の
値を使用します。

ACS Control GPU-n

n = 1 to 8

Graphics Configuration BIOS Settings
The following tables list the graphics configuration BIOS settings that you can configure through a BIOS
policy or the default BIOS settings:

DescriptionName

Enables integrated graphics. This can be one of the following:

• [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の値を使用します。

• —Integrated graphic is enabled.

• —Integrated graphics is disabled.

Integrated Graphics

Allows you to set the size of mapped memory for the
integrated graphics controller. This can be one of the
following:

• [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の値を使用します。

•
•
•
•
•
•

Integrated Graphics Aperture Size

サーバ関連ポリシー

63

サーバ関連ポリシー

Graphics Configuration BIOS Settings



DescriptionName

Enables onboard graphics (KVM). This can be one of the
following:

• [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の値を使用します。

• —Onboard graphics is enabled.

• —Onboard graphics is disabled.

Onboard Graphics

Boot Options BIOS Settings
The following table lists the boot options BIOS settings that you can configure through a BIOS policy or
the default BIOS settings:

DescriptionName

Whether the BIOS retries NON-EFI based boot options
without waiting for user input. This can be one of the
following:

• disabled—Waits for user input before retrying NON-EFI
based boot options.

• enabled—Continually retries NON-EFI based boot
options without waiting for user input.

• [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の値を使用します。

Boot option retry

Whether the Intel SAS Entry RAID Module is enabled. This
can be one of the following:

• disabled—The Intel SAS Entry RAID Module is
disabled.

• enabled—The Intel SASEntry RAIDModule is enabled.

• [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の値を使用します。

SAS RAID
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DescriptionName

How the Intel SAS Entry RAID Module is configured. This
can be one of the following:

• it-ir-raid—Configures the RAID module to use Intel
IT/IR RAID.

• intel-esrtii—Configures the RAID module to use Intel
Embedded Server RAID Technology II.

• [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の値を使用します。

SAS RAID module

Whether the onboard software RAID controller is available
to the server. This can be one of the following:

• disabled—The software RAID controller is not available.

• enabled—The software RAID controller is available.

• [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の値を使用します。

Onboard SCU Storage Support

The time to wait (in seconds) before the next boot attempt.
This can be one of the following:

• 15System waits for 15v seconds before the next boot
attempt.

• 45

• 90

• [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の値を使用します。

This token is valid only when the Boot Option Retry token
has been enabled.

Cool Down Time (sec) drop-down list

Number of attempts to boot. This can be one of the following:

• InfiniteSystem tries all options to boot up.

• 13System tries 5 times to boot up

• 5

• [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の値を使用します。

Number of Retries drop-down list
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DescriptionName

This options allows you to select the P-SATA mode. This can
be one of the following:

• Disabled—P-SATA mode is disabled.

• LSI SW RAID—Sets both SATA and sSATA controllers
to RAID mode for LSI SW RAID.

• [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の値を使用します。

P-SATA mode drop-down list

This token requires that you set a BIOS password before using
the F2 BIOS configuration. If enabled, password needs to be
validated before you access BIOS functions such as IO
configuration, BIOS set up, and booting to an operating system
using BIOS. It can be one of the following:

• Disabled—Power On Password is disabled.

• Enabled—Power On Password is enabled.

• [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の値を使用します。

Power On Password drop-down list

Enables or disables IPV6 support for PXE. This can be one
of the following

• Disabled—IPV6 PXE support is not available.

• Enabled—IPV6 PXE support is always available.

• [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の値を使用します。

IPV6 PXE Support drop-down list

When this token is enabled, the BIOS saves the memory
training results (optimized timing/voltage values) along with
CPU/memory configuration information and reuses them on
subsequent reboots to save boot time. The saved memory
training results are used only if the reboot happens within 24
hours of the last save operation. This can be one of the
following:

• Disabled—Adaptive Memory Training is disabled.

• Enabled—Adaptive Memory Training is enabled.

• [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の値を使用します。

Adaptive Memory Training drop-down
list

サーバ関連ポリシー

66

サーバ関連ポリシー

Boot Options BIOS Settings



DescriptionName

Enabling this token allows the BIOS Tech log output to be
controlled at more a granular level. This reduces the number
of BIOS Tech log messages that are redundant, or of little use.
This can be one of the following:

• Disabled—BIOS Techlog Level is disabled.

• Enabled—BIOS Techlog Level is enabled.

• [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の値を使用します。

BIOS Techlog Level

BIOS Tech Message Level Control (for
C125 M5)

The Option ROM launch is controlled at the PCI Slot level,
and is enabled by default. In configurations that consist of a
large number of network controllers and storage HBAs having
Option ROMs, all the Option ROMs may get launched if the
PCI Slot Option ROM Control is enabled for all. However,
only a subset of controllers may be used in the boot process.
When this token is enabled, Option ROMs are launched only
for those controllers that are present in boot policy. This can
be one of the following:

• Disabled—OptionROM Launch Optimization is
disabled.

• Enabled—OptionROM Launch Optimization is
enabled.

• [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の値を使用します。

OptionROM Launch Optimization

BIOS parameter virtualization capability in Cisco UCS Manager maps a unified set of BIOS settings in a
service profile to the actual BIOS supporting parameters. However, not all BIOS setting items are applicable
to every server model/platform. When you create a custom BIOS policy and have the Boot Option Retry
selected, and when there is no bootable option available, the reboot fails on the Cisco UCS B420 M3 or
Cisco UCS B420 M4 servers and Cisco UCS Manager displays this message : Reboot and Select proper
Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key. You must manually set a boot
option after the boot path is corrected, in order to enable the servers to reboot after a power outage. For
more information about BIOS default server policies and the BIOS options and their default settings, see
BIOS Policy, on page 75 and Server BIOS Settings, on page 1.

Note

Server Management BIOS Settings
The following tables list the server management BIOS settings that you can configure through a BIOS
policy or the default BIOS settings:
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General Settings

DescriptionName

Whether the BIOS generates a non-maskable interrupt (NMI)
and logs an error when a system error (SERR) occurs. This
can be one of the following:

• Disabled—The BIOS does not generate an NMI or log
an error when a SERR occurs.

• Enabled—TheBIOS generates an NMI and logs an error
when a SERR occurs. Youmust enable this setting if you
want to enable Assert NMI on PERR.

• [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の値を使用します。

Assert NMI on SERR

Whether the BIOS generates a non-maskable interrupt (NMI)
and logs an error when a processor bus parity error (PERR)
occurs. This can be one of the following:

• Disabled—The BIOS does not generate an NMI or log
an error when a PERR occurs.

• Enabled—TheBIOS generates an NMI and logs an error
when a PERR occurs. You must enable Assert NMI on
SERR to use this setting.

• [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の値を使用します。

Assert NMI on PERR

Whether the BIOS programs the watchdog timer with a
predefined timeout value. If the operating system does not
complete booting before the timer expires, the CIMC resets
the system and an error is logged. This can be one of the
following:

• Disabled—The watchdog timer is not used to track how
long the server takes to boot.

• Enabled—The watchdog timer tracks how long the
server takes to boot. If the server does not boot within
the predefined length of time, the CIMC resets the system
and logs an error.

• [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の値を使用します。

This feature requires either operating system support or Intel
Management software.

OS Boot Watchdog Timer
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DescriptionName

What action the system takes if the watchdog timer expires.
This can be one of the following:

• Power Off—The server is powered off if the watchdog
timer expires during OS boot.

• Reset—The server is reset if the watchdog timer expires
during OS boot.

• [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の値を使用します。

This option is only available if you enable the OS Boot
Watchdog Timer.

OS Boot Watchdog Timer Policy

What timeout value the BIOS uses to configure the watchdog
timer. This can be one of the following:

• 5-minutes—Thewatchdog timer expires 5 minutes after
the OS begins to boot.

• 10-minutes—The watchdog timer expires 10 minutes
after the OS begins to boot.

• 15-minutes—The watchdog timer expires 15 minutes
after the OS begins to boot.

• 20-minutes—The watchdog timer expires 20 minutes
after the OS begins to boot.

• [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の値を使用します。

This option is only available if you enable the OS Boot
Watchdog Timer.

OS Boot Watchdog Timer Timeout

Whether the FRB-2 timer is used to recover the system if it
hangs during POST. This can be one of the following:

• Disabled—The FRB-2 timer is not used.

• Enabled—The FRB-2 timer is started during POST and
used to recover the system if necessary.

• [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の値を使用します。

FRB-2 Timer
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Console Redirection Settings

DescriptionName

Allows a serial port to be used for console redirection during
POST and BIOS booting. After the BIOS has booted and the
operating system is responsible for the server, console
redirection is irrelevant and has no effect. This can be one of
the following:

• Disabled—No console redirection occurs during POST.

• serial-port-a orCOM0 orEnabled—Enables serial port
A for console redirection during POST. This option is
valid for blade servers and rack-mount servers.

• serial-port-b or COM1—Enables serial port B for
console redirection and allows it to perform server
management tasks. This option is only valid for
rack-mount servers.

• [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の値を使用します。

If you enable this option, you also disable the
display of the Quiet Boot logo screen during POST.

Note

Console redirection

Whether a handshake protocol is used for flow control.
Request to Send / Clear to Send (RTS/CTS) helps to reduce
frame collisions that can be introduced by a hidden terminal
problem. This can be one of the following:

• None—No flow control is used.

• RTS-CTS—RTS/CTS is used for flow control.

• [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の値を使用します。

This setting must match the setting on the remote
terminal application.

Note

Flow Control
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DescriptionName

What Baud rate is used for the serial port transmission speed.
If you disable Console Redirection, this option is not available.
This can be one of the following:

• 9.6k—A 9600 Baud rate is used.

• 19.2k—A 19200 Baud rate is used.

• 38.4k—A 38400 Baud rate is used.

• 57.6k—A 57600 Baud rate is used.

• 115.2k—A 115200 Baud rate is used.

• [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の値を使用します。

This setting must match the setting on the remote
terminal application.

Note

Baud rate

What type of character formatting is used for console
redirection. This can be one of the following:

• PC-ANSI—The PC-ANSI terminal font is used.

• VT100—A supported vt100 video terminal and its
character set are used.

• VT100-PLUS—A supported vt100-plus video terminal
and its character set are used.

• VT-UTF8—A video terminal with the UTF-8 character
set is used.

• [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の値を使用します。

This setting must match the setting on the remote
terminal application.

Note

Terminal type
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DescriptionName

Whether redirection from a legacy operating system, such as
DOS, is enabled on the serial port. This can be one of the
following:

• Disabled—The serial port enabled for console redirection
is hidden from the legacy operating system.

• Enabled—The serial port enabled for console redirection
is visible to the legacy operating system.

• [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の値を使用します。

Legacy OS redirection

Allows you to change the action of the PuTTY function keys
and the top row of the numeric keypad. This can be one of the
following:

• VT100—The function keys generate ESC OP through
ESC O[.

• LINUX—Mimics the Linux virtual console. Function
keys F6 to F12 behave like the default mode, but F1 to
F5 generate ESC [[A through ESC [[E.

• XTERMR6—Function keys F5 to F12 behave like the
default mode. Function keys F1 to F4 generate ESC OP
through ESC OS, which are the sequences produced by
the top row of the keypad on Digital terminals.

• SCO—The function keys F1 to F12 generate ESC [M
through ESC [X. The function and shift keys generate
ESC [Y through ESC [j. The control and function
keys generate ESC [k through ESC [v. The shift,
control and function keys generateESC [w through ESC
[{.

• ESCN—The default mode. The function keys match the
general behavior of Digital terminals. The function keys
generate sequences such as ESC [11~ and ESC [12~.

• VT400—The function keys behave like the default mode.
The top row of the numeric keypad generates ESC OP
through ESC OS.

• [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の値を使用します。

Putty KeyPad

set console-redir-config
putty-function-keypad
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DescriptionName

Used for Windows Special Administration Control (SAC).
This option allows you to configure the COM port 0 that can
be used forWindows EmergencyManagement services. ACPI
SPCR table is reported based on this setup option. This can
be one of the following:

• Disabled—Configures the COM port 0 as a general
purpose port for use with theWindowsOperating System.

• Enabled—Configures the COM port 0 as a remote
management port forWindows EmergencyManagement
services.

• [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の値を使用します。

Out of Band Management drop-down
list

Whether BIOS console redirection should be active after BIOS
POST is complete and control given to the OS bootloader.
This can be one of the following:

• Always Enable—BIOS Legacy console redirection is
active during the OS boot and run time.

• Bootloader—BIOS Legacy console redirection is
disabled before giving control to the OS boot loader.

• [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の値を使用します。

Redirection After BIOS POST
drop-down list

set console-redir-config
putty-function-keypad

Intel速度の選択
[Intel速度選択 (Intel Speed Select)]を使用すると、論理プロセッサコア、頻度、および TDPス
レッド設定の数に基づき、3つの動作プロファイルのいずれかを選択して、CPUのパフォーマ
ンスを最適化できます。速度選択は、SKUに基づいて BIOSポリシーを使用して設定できま
す。ブート時に、BIOSはサポートされている CPUを検出し、指定した 3つのプロファイルの
いずれかに設定します。

速度選択BIOSポリシートークンを設定して、プロファイルを設定します。パフォーマンスの
ニーズに基づいてポリシーを作成します。調整は、ワークロードやVMのニーズに基づいて、
データセンターのサーバ使用率を向上させる必要があります。または、コアごとのパフォーマ

ンス SLAを改善する必要があります。低コアプロファイルを使用すると、CPUは最大周波数
で動作します。

速度選択プロファイルは次のとおりです。

•基本：高度コア設定汎用目的の VMインスタンスに推奨されます。
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•設定 1：中度コア設定高パフォーマンス VMインスタンスまたはストレージ SKUの場合
に推奨されます。

•設定 2：低度コア設定非常に高い周波数のベアメタルサーバまたは VMインスタンスに
対して提案されます。

次の表に、Intel® Xeon® Gold CPU 6240Yに基づくサンプルプロファイル値を示します。基本
がデフォルトのプロファイルです。

表 1 :基本設定

/コア (Mb)All Core Turboコアの周波数

（GHz）
コアSKU

1/493.12.4248260Y

1.3753.32.6186240Y

1.3752.72.21242 14Y

Tj Max (ºC)TDP (W)SKU

1041608260Y

881506240Y

888542 14Y

表 2 :設定1

/コア (Mb)All Core Turboコアの周波数

（GHz）
コアSKU

1.793.32.5208260Y

1.773.42.8146240Y

1.652.72.31042 14Y

Tj Max (ºC)TDP (W)SKU

TControl仕様1558260Y

TControl仕様1506240Y

TControl仕様8542 14Y
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表 3 :設定2

/コア (Mb)All Core Turboコアの周波数

（GHz）
コアSKU

2.233.62.7168260Y

3.093.63.186240Y

2.062.92.4842 14Y

Tj Max (ºC)TDP (W)SKU

TControl仕様1508260Y

TControl仕様1506240Y

TControl仕様8542 14Y

プロファイルを変更すると、CPUが異なる周波数で実行されるようになりますが、[CIMCプ
ロセッサインベントリ (CIMCprocessor inventory)]ページにはプロセッサの基本周波数、コア、
およびスレッドの情報が表示されます。実行中の周波数は表示されません。

（注）

BIOS Policy
The BIOS policy is a policy that automates the configuration of BIOS settings for a server or group of
servers. You can create global BIOS policies available to all servers in the root organization, or you can
create BIOS policies in sub-organizations that are only available to that hierarchy.

To use a BIOS policy, do the following:

1. Create the BIOS policy in Cisco UCS Manager.

2. Assign the BIOS policy to one or more service profiles.

3. Associate the service profile with a server.

During service profile association, Cisco UCSManager modifies the BIOS settings on the server to match
the configuration in the BIOS policy. If you do not create and assign a BIOS policy to a service profile,
the server uses the default BIOS settings for that server platform.

Default BIOS Settings
Cisco UCS Manager includes a set of default BIOS settings for each type of server supported by Cisco
UCS. The default BIOS settings are available only in the root organization and are global. Only one set
of default BIOS settings can exist for each server platform supported by Cisco UCS. You can modify the
default BIOS settings, but you cannot create an additional set of default BIOS settings.
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Each set of default BIOS settings are designed for a particular type of supported server and are applied to
all servers of that specific type which do not have a BIOS policy included in their service profiles.

Unless a Cisco UCS implementation has specific needs that are not met by the server-specific settings,
we recommend that you use the default BIOS settings that are designed for each type of server in the Cisco
UCSドメイン.

Cisco UCS Manager applies these server platform-specific BIOS settings as follows:

• The service profile associated with a server does not include a BIOS policy.

• The BIOS policy is configured with the platform-default option for a specific setting.

You can modify the default BIOS settings provided by Cisco UCS Manager. However, any changes to
the default BIOS settings apply to all servers of that particular type or platform. If you want to modify the
BIOS settings for only certain servers, we recommend that you use a BIOS policy.

The BIOS tokens for M5 servers and later are read-only and cannot be modified. For a complete and up
to date list of BIOS tokens, defaults, and values, refer Cisco UCS M5 Server BIOS Tokens .

BIOSポリシーの作成

Cisco UCSManager pushes BIOS configuration changes through a BIOS policy or default BIOS settings
to the Cisco Integrated Management Controller (CIMC) buffer. These changes remain in the buffer and
do not take effect until the server is rebooted.

We recommend that you verify the support for BIOS settings in the server that you want to configure.
Some settings, such as Mirroring Mode for RAS Memory, are not supported by all Cisco UCS servers.

（注）

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [BIOS Policies]を右クリックして [Create BIOS Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create BIOS Policy]ウィザードの [Main]ページで [Name]フィールドに BIOSポリシーの名前
を入力します。

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にこの名前を変更することはできません。

ステップ 6 [BIOSポリシーの作成（Create BIOS Policy）]ウィザードで、次の手順を実行してBIOS設定を
実行します。
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a) BIOS設定を変更する場合は、該当するオプションボタンをクリックするか、ドロップダ
ウンリストから適切な項目を選択します。

各 BIOS設定のオプションに関する説明および情報については、次のトピックを参照して
ください。

• [Main]ページ：Main BIOS Settings（2ページ）

• [Processor]ページ：プロセッサの BIOS設定（4ページ）

• [Intel Directed IO]ページ：Intel Directed I/O BIOS Settings（35ページ）

• RAS Memoryページ：RAS Memory BIOS Settings（37ページ）

• [Serial Port]ページ：Serial Port BIOS Settings（39ページ）

• [USB]ページ：USB BIOS Settings（40ページ）

• [PCI Configuration]ページ：PCI Configuration BIOS Settings（44ページ）

• [Boot Options]ページ：Boot Options BIOS Settings（64ページ）

• [Server Management]ページ：Server Management BIOS Settings（67ページ）

b) 各ページの後に [Next]をクリックします。

ステップ 7 ポリシーの BIOS設定がすべて完了したら、[Finish]をクリックします。

BIOSのデフォルトの修正
We recommend that you verify the support for BIOS settings in the server that you want to configure.
Some settings, such as Mirroring Mode for RAS Memory, are not supported by all Cisco UCS servers.

Unless a Cisco UCS implementation has specific needs that are not met by the server-specific settings,
we recommend that you use the default BIOS settings that are designed for each type of server in the Cisco
UCSドメイン.

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [BIOS Defaults]を展開して、デフォルトの BIOS設定を変更するサーバのモデル番号または希
望のポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで該当するタブをクリックしてから、必要なオプションボタンをクリックする
か、ドロップダウンリストから選択してデフォルトの BIOS設定を変更します。
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各 BIOS設定のオプションに関する説明および情報については、次のトピックを参照してくだ
さい。すべての BIOS設定がサーバの各タイプに使用できるわけではありません。

• [Main]タブ：Main BIOS Settings（2ページ）

• [Advanced]タブ：

• [Processor]サブタブ：プロセッサの BIOS設定（4ページ）

• [Intel Directed IO]サブタブ：Intel Directed I/O BIOS Settings（35ページ）

• [RAS Memory]サブタブ：RAS Memory BIOS Settings（37ページ）

• [Serial Port]サブタブ：Serial Port BIOS Settings（39ページ）

• [USB]サブタブ：USB BIOS Settings（40ページ）

• [PCI Configuration]サブタブ：PCI Configuration BIOS Settings（44ページ）

• [Boot Options]タブ：Boot Options BIOS Settings（64ページ）

• [Server Management]タブ：Server Management BIOS Settings（67ページ）

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 3 実際の BIOS設定を表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインで [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 5 [Motherboard]サブタブをクリックします。

ステップ 6 [BIOS Settings]領域で、見出しの右側にある [Expand]アイコンをクリックして領域を開きま
す。

[BIOS Settings]領域の各タブに、そのサーバプラットフォームの設定が表示されます。いくつ
かのタブには追加情報を含むサブタブがあります。
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メモリ RAS機能
Intel® Xeon®プロセッサは、BIOS経由で追加の RASメモリ機能をサポートします。これらの
機能は、メモリ DIMMのパフォーマンスと信頼性を向上させるために、プロセッサの機能を
拡張します。

Post-Package Repair (PPR)
Post Package Repair (PPR)を使用すると、システムのブート時に検出された障害のある行を、
DDR4 DRAM内のスペアの行で置き換えることができます。Cisco UCS M5プラットフォーム
には、ハード PPRが適用されます。ハード PPRでは、修復は永続的です。障害が発生した行
への再マッピングを元に戻すことはできません。再マッピングは、電源の取り外し後も維持さ

れます。PPRイベントが発生した場合、プラットフォームファームウェアは、修復を有効に
するためにシステムの再起動が行われるよう、障害が発生したことを顧客に知らせます。

DRAMバンクのスペアの行の数は、DIMMの製造会社およびモデルによって異なります。PPR
イベントの実行後に使用可能なスペアの行は、プラットフォームファームウェアからは認識で

きません。したがって、プラットフォームファームウェアで認識可能だったすべてのスペアの

行が使用されると、修復は有効になりません。同じ DIMMでメモリエラーが再発する可能性
があります。

Post Package Repairの有効化

有効にすると、修復プロセスは取消不能になります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [ポリシー (Policies)]セクションで、BIOSセクションを右クリックして、ポップアップから
[BIOSポリシーの作成 (Create BIOS Policy)]を選択します。[BIOSポリシー (BIOSPolicy)]フォー
ムに名前と説明 (任意)を入力します。[OK]をクリックしてポリシーを作成します。

ステップ 5 [ポリシー (Policies)] > [ルート (Root)] > [BIOSポリシー (BIOS Policies):に移動し、新しいポリ
シーを選択します。

ステップ 6 メインの作業ペインで、[アドバンスト (Advanced)]タブを選択し、[RASメモリ (RAS Memory)]
タブを選択します。

ステップ 7 システムブート中に検出された障害のあるセル領域の自動修復を有効にするには、[PPRタイ
プ設定の選択 (Select PPR Type Configuration)]で [Hard PPR]を選択します。

ステップ 8 [Save Changes]をクリックします。
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提示されたメモリの制限

ユーザーに表示されるメモリの量は、BIOSで制限できます。システムに高容量DIMMモジュー
ルが完全に装着されている場合は、実際に使用されるメモリ量を減らすことが望ましい場合が

あります。

メモリ制限は、取り付けられている使用可能なすべての DIMMで可能な限り均等に適用され
ます。指定できる提供メモリの最小量は 1 GBです。次のパラメータが適用されます。

0 =制限なし。取り付けられているメモリの量がすべて表示されます。

1 ~ 231 -1 =提示されたメモリのサイズ (GB)

実際に提示されるメモリサイズは、常に指定されたメモリサイズに等しいか、それよりも小

さくなります。

メモリサイズの制限

実際に提示されるメモリサイズは、常に指定されたメモリサイズに等しいか、それよりも小

さくなります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [ポリシー (Policies)]セクションで、BIOSセクションを右クリックして、ポップアップから
[BIOSポリシーの作成 (Create BIOS Policy)]を選択します。[BIOSポリシー (BIOSPolicy)]フォー
ムに名前と説明 (任意)を入力します。[OK]をクリックしてポリシーを作成します。

ステップ 5 [ポリシー (Policies)] > [ルート (Root)] > [BIOSポリシー (BIOS Policies):に移動し、新しいポリ
シーを選択します。

ステップ 6 メインの作業ペインで、[アドバンスト (Advanced)]タブを選択し、[RASメモリ (RAS Memory)]
タブを選択します。

ステップ 7 ミラーリングする提供メモリの量を制限するには、[Memory Size limit ] (gb)に移動し、ユーザ
に提示する必要があるメモリ量の値 (gb)を入力します。

ステップ 8 [Save Changes]をクリックします。

部分メモリのミラーリング

DIMMがアドバンスト RAS機能の場合は、部分的なメモリミラーリング。ゴールドおよびプ
ラチナナム SKU CPUのみがこの機能をサポートしています
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部分的な DIMMミラーリングによって完全なミラーコピーを保持するのではなく、メモリセ
ルの特定の領域のミラーコピーが作成されます。部分的なメモリのミラーリングは、BIOSポ
リシーのセットアップメニューまたは Linuxオペレーティングシステムから実行できます。
部分的なミラーリングでは、部分的なミラーコピーの属性を使用して、メモリマップにミラー

領域が作成されます。最大 4個の部分的なミラーを使用して、合計メモリ容量の最大 50%を
ミラーリングできます。

ミラーリングの場合、各 IMCに少なくとも 2個のDDRチャネルを装着する必要があります。
部分的なミラーリングでは、最大 4個のミラーリージョンを持つ、IMCあたり 1個の DDR4
ミラーリージョンがサポートされます。

双方向チャネルインターリーブでは、2個のチャネルが各 IMCに入力されます。3方向チャネ
ルインターリーブでは、3個のチャネルが各 IMCに入力されます。

部分的なミラーリングは、ランクのスペアリングと ADDDCとの互換性がありません。

部分的なミラーリングには、次のルールが適用されます。

• DIMMの装着は、ミラーリングされたチャネルで同一である必要があります。

•ミラーペアは、IMC DDRチャネル内の同じM2M内にある必要があります。

• 1個の iMC内の DDR4部分的なミラーリージョンは、双方向チャネルのインターリーフ
または 3方向チャネルインターリーブのいずれかである必要があります。2および 3方向
チャネルのインターリーフを混在させることはできません。ミラーリージョンが iMCsを
またがる場合、チャネルのインターリーフは同じである必要があります。

部分メモリのミラーリングの有効化

部分的な DIMMメモリミラーリングの量は、使用可能なメモリリソースまたはギガバイト単
位のいずれかの割合で設定できます。

始める前に

部分的なメモリミラーモードは、標準のミラーリングモードとは相互に排他的です。（注）

部分的なミラーリングは、ランクのスペアリングとADDDCとの互換性がありません。これら
が選択されていないことを確認します。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。
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ステップ 4 [ポリシー (Policies)]セクションで、BIOSセクションを右クリックして、ポップアップから
[BIOSポリシーの作成 (Create BIOS Policy)]を選択します。[BIOSポリシー (BIOSPolicy)]フォー
ムに名前と説明 (任意)を入力します。[OK]をクリックしてポリシーを作成します。

ステップ 5 [ポリシー (Policies)] > [ルート (Root)] > [BIOSポリシー (BIOS Policies):に移動し、新しいポリ
シーを選択します。

ステップ 6 メインの作業ペインで、[アドバンスト (Advanced)]タブを選択し、[RASメモリ (RAS Memory)]
タブを選択します。

ステップ 7 [メモリ RAS設定 (MEMORY RAS Configuration)]に移動し、ドロップダウンリストから [部
分的なミラーモード 1LM (Partial Mirror Mode 1LM)]を選択します。

ステップ 8 部分的なミラーを割合で設定するには、[部分的なメモリミラーモード (Partial Memory Mirror
Mode)]に移動し、ドロップダウンから [割合 (Percentage)]を選択します。

ステップ 9 [部分的なミラーの割合 (Partial Mirror percentage)]に移動し、ミラーリングするメモリの目的
の割合を表す 0.01 ~ 50.00の値を入力します。

ステップ 10 部分的なミラーをギガバイトで設定するには、[部分的なメモリミラーモード (PartialMemory
Mirror Mode)]に移動し、ドロップダウンから [GBの値 (Value in GB)]を選択します。

ステップ 11 [部分的なミラー 1 (Partial Mirror 1)]の [制限 (limit)]フィールドに表示されるメモリの 1 ~ GB
の範囲の値を入力します。

ステップ 12 必要に応じて、追加の値を [部分的なミラー 2 (Partial Mirror 2)]、[部分的なミラー 3 (Partial
Mirror 3)]、および [部分的なミラー 4 (Partial Mirror 4)]に入力します。これらのミラーに入
力された合計値は、使用可能な合計メモリを超えることはできません。

ステップ 13 [Save Changes]をクリックします。

次のタスク

システムをリブートします。

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の 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
設定で有効にする必要があります。Cisco UCS M4以降のブレードサーバとラックマウント
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サーバは TPMをサポートしています。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。

• 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)からダウングレードすると、
TPMが無効になります。

重要

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。Cisco UCS M4以降のブレードサーバとラックマウントサーバ
は TXTをサポートしています。TXTは、デフォルトではこれらのサーバで無効になっていま
す。

TXTは、[TMP]、[Intel Virtualization Technology (VT)]、および [Intel Virtualization Technology for
Directed I/O (VT-d)]を有効にした後でのみ、有効にすることができます。TXTのみを有効にす
ると、暗黙的に TPM、VT、および VT-dも有効になります。

トラステッドプラットフォームの設定

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 TPMを設定する組織のノードを展開します。

ステップ 4 [BIOS Policies]を展開し、TPMを設定する BIOSポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで [Advanced]タブをクリックします。

ステップ 6 [Trusted Platform]サブタブをクリックします。

ステップ 7 TPMを設定するには、次のいずれかをクリックします。

説明オプション

TPMを無効にする[disabled]

TPMを有効にする[enabled]
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説明オプション

TPMを有効にする[Platform Default]

ステップ 8 TPMを設定するには、次のいずれかをクリックします。

説明オプション

TXTを無効にする[disabled]

TXTを有効にする[enabled]

TXTを無効にする[Platform Default]

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

トラステッドプラットフォームの設定

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 TPMを設定する組織のノードを展開します。

ステップ 4 [BIOS Policies]を展開し、TPMを設定する BIOSポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで [Advanced]タブをクリックします。

ステップ 6 [Trusted Platform]サブタブをクリックします。

ステップ 7 TPMを設定するには、次のいずれかをクリックします。

説明オプション

TPMを無効にする[disabled]

TPMを有効にするenable

TPMを有効にする[Platform Default]

ステップ 8 TPMを設定するには、次のいずれかをクリックします。

説明オプション

TXTを無効にする[disabled]

TXTを有効にするenable

TXTを無効にする[Platform Default]
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ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

TPMのプロパティの表示

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Cartridges] > [Cartridge Number] > [Servers]の順
に展開します

ステップ 3 TPM設定を表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインで [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 5 [Motherboard]サブタブをクリックします。

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。

Guidelines and Limitations for Consistent Device Naming
• CDN is supported on the following Operating Systems:

• Windows 2012 R2

• Windows 2016

• Windows Server 2019

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.x and 7.x

• SLES 12 SP3, SLES 12 SP4, and SLES 15 (for 4.0(4a) and later)
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• ESXi 6.7

• Consistent device naming (CDN) is supported on all M3 and higher blade and rack-mount servers.

• BIOS and adapter firmware must be part of the Release 2.2(4) or higher bundle to support CDN.

• In Cisco UCS Manager Release 3.1 and later releases, CDN is supported on the following adapters:

• Cisco UCS VIC 1455 (UCSC-PCIE-C25Q-04)

• Cisco UCS VIC 1457 (UCSC-MLOM-C25Q-04)

• Cisco UCS VIC 1385 (UCSC-PCIE-C40Q-03)

• Cisco UCS VIC 1387 (UCSC-MLOM-C40Q-03)

• If the RHELOperating System is installed on the server, CDNwill appear when running the command
"biosdevname -d" as "sysfs label". CDN will not change the kernel name.

• In Cisco UCS Manager Release 2.2(4), CDN is supported only on the following adapters:

• 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 is supported for vNIC template and dynamic vNIC.

• Multiple vNICs within the same service profile cannot have the same CDN name.

• When a CDN name is not specified for a vNIC, the vNIC name is used as the CDN name.

• The CDN name that you configure for a vNIC appears as Admin CDN Name. The CDN name that
is finally applied to the vNIC appears as Oper CDN Name. For example, if the Admin CDN Name
for a vNIC called "vnic0" is cdn0, then the Oper CDN Name for this vNIC will be cdn0, but if the
Admin CDN Name for the same vNIC is not specified, the Oper CDN Name will be vnic0.

• In Cisco UCSManager Release 3.1 and later releases, downgrade of the adapter firmware is prevented
if a CDN-enabled BIOS policy is assigned to a server.

• In Cisco UCS Manager Release 2.2(4), downgrade of Cisco UCS Manager is prevented if CDN is
enabled in a BIOS policy that is assigned to an associated server.

• In CiscoUCSManager Release 2.2(4), downgrade of the BIOS firmware is prevented if a CDN-enabled
BIOS policy is assigned to a server.

• In Cisco UCS Manager Release 2.2(4), downgrade of the adapter firmware is prevented if a
CDN-enabled BIOS policy is assigned to a server.
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• When the applied BIOS policy is changed fromCDN-disabled to CDN-enabled or fromCDN-enabled
to CDN-disabled, the host reboots with a warning, irrespective of whether reboot on BIOS update is
enabled or not.

• It is recommended that you enable CDN in the BIOS policy and add CDN names to the vNICS before
the Windows Operating System is installed.

• If the Windows Operating System is already installed on the server and CDN is then enabled in the
BIOS policy, do the following:

1. Uninstall the network drivers.

2. Scan the system for hidden devices and uninstall them.

3. Rescan the system for new hardware and install the network drivers again.

If this is not done, the vNICs will not come up with the configured CDN names.

• When the applied BIOS policy is changed fromCDN-disabled to CDN-enabled or fromCDN-enabled
to CDN-disabled on a service profile, do the following:

1. Uninstall the network drivers.

2. Scan the system for hidden devices and delete them.

3. Re-scan the system for new hardware and install the network drivers again.

When the BIOS policy is changed from CDN-enabled to CDN-disabled,
ensure that the CDN names are removed from all the vNICs on the system.

Note

• If any change is made to the vNICs, the BDF of all the devices on the system also changes. Following
are some of the scenarios that trigger a change in the BDF of all the vNICs present on the system:

• When a vNIC is added or deleted

• When a vNIC is moved from one adapter on the system to another adapter on the system

When these changes are made to the system, do the following:

1. Uninstall the network driver from all the present network interfaces.

2. Scan the system for hidden devices and uninstall them.

3. Re-scan the system for new hardware and install the network driver on the network controllers
again.

If the hidden devices are not deleted, the CDN names of the network adapters will not appear as
configured on Cisco UCS Manager.

CDN with a Mixed Set of Adapters

When a CDN name is configured for a vNIC in a system with a mixed set of CDN-supported adapters
and CDN-unsupported adapters, then system placement may not place CDN-configured vNICs on adapters
that support CDN.
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If CDN is enabled in the BIOS policy, and system placement places a CDN-configured vNIC (Admin
CDN configured) on an adapter that does not support CDN, an info fault will be raised, but the configuration
issue for the service profile will be ignored.

If CDN is enabled in the BIOS policy, and system placement places a vNIC (Admin CDN not configured)
on an adapter that does not support CDN, an info fault will be raised, but the configuration issue for the
service profile will be ignored. The Oper CDN Name in this case will be empty and will not be derived
from the vNIC name.

If you want to deploy the CDN name as the host network interface name for a server, you must manually
place a vNIC on a supported adapter.

BIOSポリシーでの一貫したデバイスの命名の設定

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 [root] を展開します。

ステップ 4 [BIOS Policies]を展開します。

ステップ 5 CDNを設定する BIOSポリシーを選択します。

ステップ 6 [Main]タブの [Consistent Device Naming]フィールドで次のいずれかをクリックして、CDNを
設定します。

説明オプション

BIOSポリシーで CDNを無効にします。[disabled]

BIOSポリシーで CDNを有効にします。enabled

BIOSは、サーバタイプとベンダーに関する BIOSのデフォル
ト設定に含まれるこの属性の値を使用します。

Platform Default

ステップ 7 [Save Changes]をクリックします。

vNICの CDN名の設定
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。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Service Profiles]の順に展開します。
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ステップ 3 CDN名を設定する vNICを含む組織のノードを展開します。

ステップ 4 CDN名を設定する vNICを含むサービスプロファイルと [vNICs]ノードを展開します。

ステップ 5 vNICを選択します。

ステップ 6 [General]タブをクリックします。

ステップ 7 [Properties]領域で [CDN Source]として [User Defined]を選択します。

ステップ 8 vNICの CDN名を [CDN名 (CDN Name)]フィールドに入力します。

vNICに設定する CDN名は [CDN Name]として表示されます。vNICに最後に適用さ
れた CDN名は、[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 [CDN Name]が cdn0の場合、この vNICの [Oper CDN Name]は cdn0
になりますが、同じ vNICでも [CDN Name]が指定されていない場合は [Oper CDN
Name]は vnic0になります。

（注）

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

CIMC Security Policies
Cisco UCS Manager provides the following policies to increase security:

• KVM Management Policy

• IPMI Access Profile

IPMI Access Profile
This policy allows you to determine whether IPMI commands can be sent directly to the server, using the
IP address. For example, you can send commands to retrieve sensor data from the CIMC. This policy
defines the IPMI access, including a username and password that can be authenticated locally on the server,
and whether the access is read-only or read-write.

You can also restrict remote connectivity by disabling or enabling IPMI over LAN in the IPMI access
profile. IPMI over LAN is disabled by default on all unassociated servers, and on all servers without an
IPMI access policy. When an IPMI access policy is created, the IPMI over LAN is set to enabled by
default. If you do not change the value to disabled, IPMI over LAN will be enabled on all associated
servers.

You must include this policy in a service profile and that service profile must be associated with a server
for it to take effect.

IPMIアクセスプロファイルの作成

Before you begin

IPMIプロファイルは、次のリソースの 1つ以上がシステムにすでに存在していることを前提
にしています。
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•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

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [IPMI Access Profiles]を右クリックし、[Create IPMI Access Profile]を選択します。

ステップ 5 [Create IPMI Access Profile]ダイアログボックスで次の手順を実行します。

a) プロファイルの一意の名前および説明を入力します。
b) [IPMI Over LAN]フィールドで、リモート接続を許可するか、禁止するかを選択します。
c) [OK]をクリックします。

ステップ 6 ナビゲータの [IPMI Users]領域で、[+]をクリックします。

ステップ 7 [Create IPMI User]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

a) 次のフィールドに入力します。

説明名前

この IPMIまたはRedfishプロファイルに関連付けたユーザ
名。

1～ 16文字の英数字を入力します。「@」（アットマー
ク）、「_」（アンダースコア）、「-」（ハイフン）も使
用できます。プロファイルの保存後は、この名前を変更で

きません。

[Name]フィールド

このユーザ名に関連付けられるパスワード。

1～20文字の標準ASCII文字を入力します（ただし、「=」
（等号）、「$」（ドル記号）、「|」（縦棒）は除く）。

[Password]フィールド

確認のためのパスワードの再入力。[Confirm Password]フィール
ド

ユーザロール。次のいずれかになります。

• [Admin]

• [Read Only]

[Role]フィールド

IPMIまたは Redfishユーザのユーザ定義の説明。[Description]フィールド
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b) [OK]をクリックします。

ステップ 8 別のユーザを追加するには、ステップ 6および 7を繰り返します。

ステップ 9 [OK]をクリックして、[Work]ペインの IPMIプロファイルに戻ります。

What to do next

IPMIプロファイルはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインク
ルードします。

IPMIアクセスプロファイルの削除

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。

ステップ 3 [IPMI Profiles]ノードを展開します。

ステップ 4 削除するプロファイルを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

KVM Management Policy
The KVMManagement policy allows you to determine whether vMedia encryption is enabled when you
access a server via KVM.

You must include this policy in a service profile and that service profile must be associated with a server
for it to take effect.

After a KVM vMedia session is mapped, if you change the KVM management policy, it will result in a
loss of the vMedia session. You must re-map the KVM vMedia session again.

Note

Before Cisco UCS Manager Release 4.0(4), port 2068 was the only KVM port. Beginning with Release
4.0(4), you can configure a port number between 1024 and 49151 as the KVM port. Port 2068 continues
to be the default KVM port number.
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KVM管理ポリシーの作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [KVM Management Policies]を右クリックし、[Create KVM Management Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create KVM Management Policy]ダイアログボックスで次の手順を実行します。

a) ポリシーの一意の名前と説明を入力します。
b) [vMedia Encryption]フィールドで、vMedia暗号化をイネーブルにするかどうかを選択しま
す。

c) [KVMポート (KVM Port)]フィールドで、KVMの場合は 1024 ~ 49151の範囲のポート番
号を入力します。

デフォルトの KVMポート番号は 2068です。

d) [OK]をクリックします。

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。

（注）

Graphics Card Policies
Cisco UCS Manager Release 3.1(3) extends graphics card support to include the ability to change the
graphics card mode. You can now configure graphics card modes by using a graphics card policy. The
graphics card modes are:

• Compute

• Graphics

• Any Configuration
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グラフィックスカードポリシーの作成

CiscoUCSManagerは、GPUの設定変更を、グラフィックスカードポリシーを介してProcessor
Node Utility Operating System（PNuOS）にプッシュします。これらの変更は、サーバがリブー
トされるまで有効になりません。

（注）

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Graphics Card Policies]を右クリックして、[Create Graphics Card Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Graphics Card Policy]ダイアログボックスの [Main]ページで、次の操作を実行します。

a) ポリシーの一意の名前を入力します。
b) （任意）ポリシーの説明を入力します。
c) [Graphics Card Mode]フィールドで、次のいずれかを選択します。

•コンピューティング

• Graphics

• Any Configuration

d) [OK]をクリックします。

ローカルディスクポリシー

Local Disk Configuration Policy
This policy configures any optional SAS local drives that have been installed on a server through the
onboard RAID controller of the local drive. This policy enables you to set a local disk mode for all servers
that are associated with a service profile that includes the local disk configuration policy.

The local disk modes include the following:

• No Local Storage—For a diskless server or a SAN only configuration. If you select this option, you
cannot associate any service profile which uses this policy with a server that has a local disk.
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• RAID 0 Striped—Data is striped across all disks in the array, providing fast throughput. There is
no data redundancy, and all data is lost if any disk fails.

• RAID 1 Mirrored—Data is written to two disks, providing complete data redundancy if one disk
fails. The maximum array size is equal to the available space on the smaller of the two drives.

• Any Configuration—For a server configuration that carries forward the local disk configuration
without any changes.

• No RAID—For a server configuration that removes the RAID and leaves the disk MBR and payload
unaltered.

If you choose No RAID and you apply this policy to a server that already has an operating system
with RAID storage configured, the system does not remove the disk contents. Therefore, there may
be no visible differences on the server after you apply theNo RAIDmode. This can lead to a mismatch
between the RAID configuration in the policy and the actual disk configuration shown in the
Inventory > Storage tab for the server.

To make sure that any previous RAID configuration information is removed from a disk, apply a
scrub policy that removes all disk information after you apply the No RAID configuration mode.

• RAID 5 Striped Parity—Data is striped across all disks in the array. Part of the capacity of each
disk stores parity information that can be used to reconstruct data if a disk fails. RAID 5 provides
good data throughput for applications with high read request rates.

• RAID 6 Striped Dual Parity—Data is striped across all disks in the array and two parity disks are
used to provide protection against the failure of up to two physical disks. In each row of data blocks,
two sets of parity data are stored.

• RAID 10 Mirrored and Striped—RAID 10 uses mirrored pairs of disks to provide complete data
redundancy and high throughput rates.

• RAID 50 Striped Parity and Striped —Data is striped across multiple striped parity disk sets to
provide high throughput and multiple disk failure tolerance.

• RAID 60 Striped Dual Parity and Striped—Data is striped across multiple striped dual parity disk
sets to provide high throughput and greater disk failure tolerance.

You must include this policy in a service profile and that service profile must be associated with a server
for the policy to take effect.

For a Cisco UCS C-Series server integrated with Cisco UCSManager, with an embedded on-board RAID
controller, the local disk mode should always be Any Configuration, and the RAID must be configured
directly on the controller.

Note

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。

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。
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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。

ローカルディスクの JBODモードをサポートしているのは、B200M3および B22M3ブレード
サーバのみです。

（注）

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、[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 [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

RAID1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 [Any Configuration]
モードが設定されていると、RAIDLUN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。

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、[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。
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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とともに登録されており、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は、そのような設定をサポートしていません。

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、B200M3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は、そのような設定をサポートしていません。

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CiscoUCS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。

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

B420M3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 Striped Dual Parity]

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。
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ローカルディスク設定ポリシーの作成

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Local Disk Config Policies]を右クリックし、[Create Local Disk Configuration Policy]を選択しま
す。

ステップ 5 [Create Local Disk Configuration Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力しま
す。

説明名前

ポリシーの名前。

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にこの

名前を変更することはできません。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーを使用する場所とタイミングにつ

いての情報を含めることを推奨します。

256文字以下で入力します。任意の文字またはスペースを使
用できます。ただし、`（アクセント記号）、\（バックスラッ
シュ）、^（キャラット）、"（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。

[Description]フィールド
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説明名前

This can be one of the following local disk policy modes:

• No Local Storage

• [RAID 0 Striped]

• RAID 1 Mirrored

• [Any Configuration]

• [No RAID]

NoRAID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、システムによってディスクの

内容が削除されません。そのため、[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 [Inventory]>
[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させ
るには、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 Striped Parity

• [RAID 6 Striped Dual Parity]

• [RAID 10 Mirrored and Striped]

• [RAID 50 Striped Parity and Striped]

• [RAID 60 Striped Dual Parity and Striped]

SomeCiscoUCS servers require a license for certain RAID
configuration options. When Cisco UCS Manager
associates a service profile containing this local disk policy
with a server, Cisco UCSManager verifies that the selected
RAID option is properly licensed. If there are issues, Cisco
UCS Manager displays a configuration error during the
service profile association.

For RAID license information for a specific Cisco UCS
server, see theHardware Installation Guide for that server.

Note

Mode drop-down list
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説明名前

If checked, the server retains the configuration in the local disk
configuration policy even if the server is disassociated from the service
profile.

Protect Configuration becomes non-functional if one or
more disks in the server are defective or faulty.

Caution

This property is checked by default.

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。

With this option enabled, the data on the disk is protected even after
the server is decommissioned and then recommissioned. Hence,
reassociation of the server with a service profile fails.

If you disassociate the server from a service profile with
this option enabled and then associate it with a new service
profile that includes a local disk configuration policy with
different properties, the server returns a configuration
mismatch error and the association fails.

Note

Protect Configuration check box

To enable or disable the FlexFlash controller on the SD card, click
the appropriate button.

This parameter only applies to a server with an SD card
module.

Note

FlexFlash State radio button

To enable or disable RAID reporting, click the appropriate button.
When RAID reporting is enabled, the RAID status is monitored and
faults are enabled.

If only one SD card is installed, the RAID state will be
displayed as Disabled and the RAID health as NA even if
RAID reporting is enabled.

Note

FlexFlash RAID Reporting
State radio button

To select the removable state of the FlexFlash SD card, click the
appropriate button.

• Yes—Use this option to define the SD card as removable.

• No—Use this option to define the SD card as fixed or
non-removable.

• No Change—Use this option if the hypervisor does not require
a preset state for the SD card.

FlexFlash Removable State radio
button
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ステップ 6 [OK]をクリックします。

ローカルディスク設定ポリシーの変更

この手順は、関連付けられたサービスプロファイルからローカルディスク設定ポリシーを変

更するものです。[Servers]の [Policies]ノードからローカルディスク設定ポリシーを変更する
こともできます。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Service Profiles]の順に展開します。

ステップ 3 変更するローカルディスク設定ポリシーを持つサービスプロファイルを含む組織を展開しま
す。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 変更する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クリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[Storage]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で、[Change Local Disk Configuration Policy]をクリックします。

ステップ 7 [Change Local Disk Configuration Policy]ダイアログボックスで、[Select the Local Disk Configuration
Policy]ドロップダウンリストから次のいずれかのオプションを選択します。

説明オプション

このオプションの下のリストから既存のローカルディスク設定ポリ

シーを選択します。Cisco UCSManagerは、このポリシーをサービス
プロファイルに割り当てます。

Use a Disk Policy

選択されたサービスプロファイルだけがアクセスできるローカル

ディスク設定ポリシーを作成できます。

Create a Local Disk
Policy

デフォルトのローカルディスクポリシーを選択します。No Disk Policy

UCSサーバがCisco UCSManagerに接続している場合、[No
Disk Policy]を選択すると RAIDが消去され、接続されてい
るサーバでデフォルトの RAID設定がサポートサれていな
い場合は個々の RAID 0ディスクで置き換えられます。

（注）

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ステップ 9 （任意） [Local Disk Configuration Policy]領域を展開し、変更が行われたことを確認します。
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ローカルディスク設定ポリシーの削除

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。

ステップ 3 [Local Disk Config Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

FlexFlashのサポート

概要

Cisco UCS Bシリーズサーバ、CシリーズM3以降のサーバ、SシリーズM4サーバは、内部
セキュアデジタル（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ます。
FlexFlashが有効な場合、Cisco UCSManagerでは、BIOSとホストホストオペレーティングシ
ステム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、ミラー化モードで使用できます。

サーバ内で異なる容量のカードを混在させないでください。（注）

SDカードはオペレーティングシステムのブートイメージやその他の情報を保存するために使
用できます。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
にすることができます。

RAIDペアの新しい SDカードを設定し、次の方法のいずれかを使用してそれらをフォーマッ
トすることができます。

• SDカードをフォーマットします。詳細な情報についてはFormatting the SDCards（107ペー
ジ）を参照してください。

•サーバからサービスプロファイルの関連付けを解除します。デフォルトのスクラブポリ
シーを変更後サーバを認識し、サーバプロファイルをサーバに再度関連付けます。

『Cisco UCS Manager Server Management Guide』の「Scrub Policy Settings」セクションに
は、スクラブポリシーの使用方法に関する詳細情報が記載されています。

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。（注）

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。
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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、[Controller
State]が [Waiting For User Action]として、[Controller Health]が [Old Firmware Running]として表
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
ントローラの更新を行う必要があります。詳細については、該当する『 Cisco UCS B-Series
Firmware Management Guide』、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
を参照してください。

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。

16 GBおよび 32 GBカードはM3ブレードサーバでのみサポート
され、64 GB SDカードはM4およびM5ブレードサーバでのみサ
ポートされます。

（注）

•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することは推奨されません。サーバタイプ間での SDカードの
交換は SDカードのデータ損失につなが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が、
データを喪失する可能性があります。

• 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デグレード状態である場合、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 RAIDのためのカードを組み
合わせる必要があります。FlexFlashのスクラブポリシーの詳細については、「サーバ関
連ポリシー」を参照してください。次の条件によって RAIDデグレードやメタデータエ
ラーが引き起こされる可能性があります。

•サーバの 1つのスロットにすでに SDカードが装着されているときに、別のスロット
に新しいまたは使用されていた SDカードを挿入する。

•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。
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FlexFlash FX3S Support
Beginning with Release 2.2(3), Cisco UCS Manager allows additional FlexFlash support with the FX3S
controller. The FX3S controller is present on the following servers:

• Cisco UCS B200 M4 and M5 blade server

• Cisco UCS C220 M4 and M5 rack server

• Cisco UCS C240 M4, M5 rack server

• C480 M5 rack server

• C480 M5 ML blade server

• B480 M5 blade server

• Cisco UCS C125 M5サーバ

FlexFlash operations with the FX3S control are similar to those with the Cisco Flexible Flash storage
controller. FlexFlash is disabled by default, and is enabled using a local disk policy. You can also reset
the controller, format the SD cards, and enable automatic synchronization of your paired SD cards.

The SD cards for the FX3S controller contain a single partition called Hypervisor.

Limitations for the Cisco FX3S Controller:

• The FX3S controller supports only 32 GB and 64 GB SD cards. 16 GB cards are not supported.

• The FX3S controller supports 128 GB cards on M5 blades and above.

• We do not recommend using an SD card from a rack server in a blade server, or using an SD card
from a blade server in a rack server. Switching SD cards between server types might result in data
loss from the SD card.

• The server firmware version must be at 2.2(3a) or higher.

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。

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。

注意
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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。

（注）

手順

ステップ 1 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 2 [Work]ペインで、[FlexFlash Controller]ウィンドウ内の FlexFlashカードの詳細情報を確認しま
す。

ステップ 3 [Servers] > [Service Profiles]の順に展開します。

ステップ 4 プールを含む組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 5 サービスプロファイルを含む組織のノードを展開し、[Storage]をクリックします。

ステップ 6 [Work] ペインで、[Actions]領域の [Change Local Disk Configuration Policy] をクリックし、[Create
Local Disk Configuration Policy]リンクを展開します。ローカルディスク設定ポリシーの作成（
97ページ）の手順に従ってローカルディスクの設定ポリシーを作成します。

FlexFlashポリシー名には、空白や特殊文字を使用することはできません。

ステップ 7 [Change Disk Local Configuration Policy]を展開し、作成したポリシーを選択し、[OK]をクリッ
クします。

ステップ 8 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 9 スクラブポリシーの作成（110ページ）の手順に従って Scrub-FF-nameなどの名前でポリシー
を作成し、[OK]をクリックします。

スクラブポリシー名には、空白や特殊文字を使用することはできません。

ステップ 10 ドロップダウンボックスから作成したポリシーを選択します。

ステップ 11 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 12 [Work]ペインで、[General]タブをクリックし、[Actions]領域から [Server Maintenance]を選択
します。

ステップ 13 [Maintenance Server]ダイアログボックスで [Re-acknowledge]オプションボタンをクリックし、
[OK]をクリックします。

ステップ 14 [Action]領域の [Server Maintenance]をクリックし、[Re-acknowledge]オプションボタンをもう
一度クリックします。

ステップ 15 [Inventory]タブで [Storage]サブタブを選択します。
[Work]領域の [FlexFlash Controller]ウィンドウで、有効な FlexFlashカードの詳細情報を確認で
きます。

ステップ 16 KVMManagerを起動してオペレーティングシステムにログオンします。デバイスとドライブ
フォルダのハイパーバイザパーティションの詳細を確認します。カードサイズによって、HV
パーティションには 32GB、64GB、または 128 GBのいずれかの詳細情報が表示されます。
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FlexFlashカードは同期され、使用可能になりました。

FlexFlash SDカードのサポートのイネーブル化

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Local Disk Config Policies]を展開し、FlexFlashサポートをイネーブルにするローカルディスク
設定ポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [FlexFlash State]フィールドで、[Enable]オプションボタンをクリックします。

ステップ 7 [FlexFlash RAID Reporting State]フィールドで、[Enable]オプションボタンをクリックします。

ステップ 8 [Save Changes]をクリックします。

自動同期のイネーブル化

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 3 自動同期を有効にするサーバをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 5 [Storage]サブタブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で、[Enable Auto-sync]をクリックします。

ステップ 7 [Enable Auto-sync]ダイアログボックスで、プライマリとして使用するSDカードの [Admin Slot
Number]を選択します。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
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Formatting the SD Cards

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 3 Click the server for which you want to format the SD cards.

ステップ 4 In the Work pane, click the Inventory tab.

ステップ 5 Click the Storage subtab.

ステップ 6 In the Actions area, click Format SD Cards.

ステップ 7 Click Yes to format the SD cards.

FlexFlashコントローラのリセット

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 3 FlexFlashコントローラをリセットするサーバをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 5 [Storage]サブタブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で [Reset FlexFlash Controller]をクリックします。

ステップ 7 FlexFlashコントローラをリセットするには [Yes]をクリックします。

永続メモリモジュール
Cisco UCSManager Release 4.0 (4)では、第二世代インテル® Xeon® Scalableプロセッサに基づく
UCS M5サーバ上の Intel® Optane™データセンター永続メモリモジュールのサポートが導入さ
れています。永続メモリモジュールは、第二世代インテル

® Xeon® Scalableプロセッサでのみ
使用できます。

永続メモリモジュールは、メモリの低遅延とストレージの永続化を実現する不揮発性メモリ

モジュールです。永続メモリモジュールに保存されているデータは、他のストレージデバイ

スに比べてすぐにアクセスでき、電源サイクルで保持されます。

永続メモリモジュールの設定の詳細については、『Cisco UCS: Intel® Optane™ Data Center永続

メモリモジュールの設定と管理』を参照してください。
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スクラブポリシー

Scrub Policy Settings
This policy determines what happens to local data and to the BIOS settings on a server during the discovery
process, when the server is re-acknowledged, or when the server is disassociated from a service profile.

Local disk scrub policies only apply to hard drives that are managed by Cisco UCS Manager and do not
apply to other devices such as USB drives. Drives managed by Cisco UCS Manager include HDD/SSD
drives and Internal SSD drives. It does not apply to NvME drives.

Note

Network Storage, such as NAS or SAN drives, will not be scrubbed. Customer data is not scrubbed.Note

Depending upon how you configure a scrub policy, the following can occur at those times:

Disk scrub

One of the following occurs to the data on any local drives on disassociation:

• If enabled, permanently removes data from the Master Boot Record of the drive (first 200 MB of
data).

• If disabled (default), preserves all data on any local drives, including local storage configuration.

For a server associated with a service profile, disk scrub occurs during disassociation, based on the scrub
policy used in the service profile. For an un-associated server, disk scrub occurs during the server discovery
process, based on the default scrub policy.

Scrub policies are supported on all B-Series and C-Series platforms.

You must re-acknowledge the server to see the changes related to LUN deletion if:

• you are scrubbing boot drives which have LUNs under the SAS controller in a set up with Cisco UCS
S3260 M4 or Cisco UCS S3260 M5ストレージサーバ.

• you are scrubbing the LUNs on Cisco boot optimized M.2 RAID controller.

Note

BIOS Settings Scrub

One of the following occurs to the BIOS settings when a service profile containing the scrub policy is
disassociated from a server:

• If enabled, erases all BIOS settings for the server and resets them to the BIOS defaults for that server
type and vendor.
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• If disabled (default), preserves the existing BIOS settings on the server.

FlexFlash Scrub

FlexFlash Scrub enables you to pair new or degraded SD cards, resolve FlexFlash metadata configuration
failures, and migrate older SD cards with 4 partitions to single partition SD cards. One of the following
occurs to the SD card when a service profile containing the scrub policy is disassociated from a server, or
when the server is reacknowledged:

• If enabled, the HV partition on the SD card is formatted using the PNUOS formatting utility. If two
SD cards are present, the cards are RAID-1 paired, and the HV partitions in both cards are marked
as valid. The card in slot 1 is marked as primary, and the card in slot 2 is marked as secondary.

• If disabled (default), preserves the existing SD card settings.

• For a server associated with a service profile, FlexFlash scrub occurs during disassociation, based
on the scrub policy used in the service profile. For an un-associated server, FlexFlash scrub occurs
during the server discovery process, based on the default scrub policy.

• Because the FlexFlash scrub erases the HV partition on the SD cards, we recommend that you take
a full backup of the SD card(s) using your preferred host operating system utilities before performing
the FlexFlash scrub.

• To resolve metadata config failures in a service profile, you need to disable FlexFlash in the local
disk config policy before you run the FlexFlash scrub, then enable FlexFlash after the server is
reacknowledged.

• Disable the scrub policy as soon as the pairing is complete or the metadata failures are resolved.

• FlexFlash scrub is not supported for Cisco UCS S3260ストレージサーバ.

Note

Persistent Memory Scrub

Persistent memory scrub enables you to preserve or remove the persistent memory configuration and data
on a server.

• If enabled:

• erases all the persistent memory data

• resets the configuration to factory default

• disables DIMM security

• If disabled (default), preserves the existing persistent memory configuration and data on the server.
It does not change the DIMM lock state.
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スクラブポリシーの作成

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Scrub Policies]を右クリックし、[Create Scrub Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Scrub Policy]ウィザードで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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にこの

名前を変更することはできません。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーを使用する場所とタイミングにつ

いての情報を含めることを推奨します。

256文字以下で入力します。任意の文字またはスペースを使
用できます。ただし、`（アクセント記号）、\（バックスラッ
シュ）、^（キャラット）、"（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。

[Description]フィールド
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説明名前

このフィールドが[はい (Yes)]に設定されている場合、このス
クラブポリシーを含むサービスプロファイルがサーバとの関

連付けを解除されると、最初の 200MBのデータがマスター
ブートレコードまたはブートセクターから削除されます。そ

のため、すでにインストールされている OSがある場合、そ
の OSからシステムが起動するのを防ぐことができます。ド
ライブ上のデータの安全な削除については、『UCSSecureData
Deletion For Commission Regulation (EU) 2019 /424 Users Guide』
を参照してください。このフィールドを [いいえ (No)]に設定
すると、すべてのローカルストレージ設定を含むローカルド

ライブ上のデータは保存されます。

ディスクスクラブポリシーは、200MBを超えるユー
ザ データを削除することを意図したものではあり

ませんが、 Cisco UCS Managerはデータ損失に対し
て保証することはできません。

Note

[ディスクスクラブ（Disk
Scrub）]フィールド

このフィールドを [Yes]に設定すると、このスクラブポリシー
を含むサービスプロファイルがサーバとの関連付けを解除さ

れたときに、そのサーバの BIOS設定が消去され、そのサー
バタイプとベンダーのデフォルトにリセットされます。この

フィールドを [No]に設定すると、BIOS設定は保存されます。

[BIOS設定スクラブ（BIOS
Settings Scrub）]フィールド

フィールドを [Yes]に設定すると、サーバが再認識されたとき
に、SDカードの HVパーティションは PNUOSフォーマット
ユーティリティを使用してフォーマットされます。このフィー

ルドを [No]に設定すると、SDカードは保存されます。

[FlexFlashスクラブ（FlexFlash
Scrub）]フィールド

このフィールドを [Yes]に設定すると、このスクラブポリシー
を含むサービスプロファイルがサーバとの関連付けを解除さ

れたときに、そのサーバのすべての永続メモリモジュールが

消去され、そのサーバタイプとベンダーのデフォルトにリ

セットされます。このフィールドが [No (いいえ)]に設定され
ている場合、永続メモリモジュールは保持されます。

[Persistent Memory Scrub (永
続メモリスクラブ)]フィール
ド

ステップ 6 [OK]をクリックします。

[Disk scrub]および [FlexFlash Scrub]オプションは、Cisco UCS S3260ストレージサー
バではサポートされませんCisco UCS S3260ストレージサーバ。

Note
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スクラブポリシーの削除

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。

ステップ 3 [Scrub Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

DIMMエラー管理

DIMM Correctable Error Handling
In Cisco UCS Manager, when a DIMM encounters a significant correctable error in a given predefined
window, it is stated as degraded and considered as a non-functional device.

The DIMM correctable error handling feature enables you to reset all the correctable and uncorrectable
memory errors on all the DIMMs in a server. When you reset the error configuration, the error count of
a given DIMM is cleared, the status changes to operable, and it resets the sensor state of the given DIMM.

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

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 3 エラー設定をリセットするサーバを右クリックし、[ResetAllMemoryErrors]を選択します。ま
た、[Actions]領域から [Reset All Memory Errors]を選択することもできます。

ステップ 4 UCS Manager Cisco UCS Manager GUIに確認のダイアログボックスが表示された場合は、[Yes]
をクリックします。
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DIMM Blacklisting
In Cisco UCS Manager, the state of the Dual In-line Memory Module (DIMM) is based on SEL event
records. When the BIOS encounters a noncorrectable memory error during memory test execution, the
DIMM is marked as faulty. A faulty DIMM is a considered a nonfunctional device.

If you enable DIMM blacklisting, Cisco UCSManager monitors the memory test execution messages and
blacklists any DIMMs that encounter memory errors in the DIMM SPD data. To allow the host to map
out any DIMMs that encounter uncorrectable ECC errors.

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。

•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。

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。

（注）

•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。

（注）

始める前に

• 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シリーズおよび S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。

•管理者

•サーバポリシー

•サーバプロファイルのサーバポリシー

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ブラックリストをイネーブルにする組織のノードを展開します。
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システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Memory Policy]を展開して [default]を選択します。

ステップ 5 [Blacklisting]領域で、[Enabled]オプションボタンをクリックします。

DIMMのブラックリストは、ドメインレベルポリシーでイネーブルにされ、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。

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。

（注）

Serial over LANポリシー設定

Serial over LAN Policy Overview
This policy sets the configuration for the serial over LAN connection for all servers associated with service
profiles that use the policy. By default, the serial over LAN connection is disabled.

If you implement a serial over LAN policy, we recommend that you also create an IPMI profile.

You must include this policy in a service profile and that service profile must be associated with a server
for it to take effect.

Serial over LANポリシーの作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Serial over LAN Policies]を右クリックし、[Create Serial over LAN Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Serial over LAN Policy]ウィザードで、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

ポリシーの名前。

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

保存された後にこの名前を変更することはで

きません。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーを使用する場所と

タイミングについての情報を含めることを推

奨します。

256文字以下で入力します。任意の文字または
スペースを使用できます。ただし、`（アクセ
ント記号）、\（バックスラッシュ）、^（キャ
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。

[Description]フィールド

次のいずれかになります。

• [Disable]：Serial over LANアクセスはブ
ロックされます。

• [Enable]：Serial over LANアクセスは許可
されます。

[Serial over LAN State]フィールド

次のいずれかになります。

• [9600]

• [19200]

• [38400]

• [57600]

• 115200

[Speed]ドロップダウンリスト

ステップ 6 [OK]をクリックします。
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Serial over LANポリシーの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。

ステップ 3 [Serial over LAN Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

サーバ自動構成ポリシー

Server Autoconfiguration Policy Overview
Cisco UCS Manager uses this policy to determine how to configure a new server. If you create a server
autoconfiguration policy, the following occurs when a new server starts:

1. The qualification in the server autoconfiguration policy is executed against the server.

2. If the server meets the required qualifications, the server is associated with a service profile created
from the service profile template configured in the server autoconfiguration policy. The name of that
service profile is based on the name given to the server by Cisco UCS Manager.

3. The service profile is assigned to the organization configured in the server autoconfiguration policy.

自動構成ポリシーの作成

始める前に

このポリシーは、次のリソースの1つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にして
います。

•サーバプールポリシークレデンシャル

•サービスプロファイルテンプレート

•組織（システムによりマルチテナント機能が実装されている場合）

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
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ステップ 2 [Equipment]ノードをクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 4 [Autoconfig Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 5 テーブルの右側のアイコンバーの [+]をクリックします。

[+]アイコンがディセーブルの場合、テーブルのエントリをクリックして、イネーブルにしま
す。

ステップ 6 [Create Autoconfiguration Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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にこの

名前を変更することはできません。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーを使用する場所とタイミングにつ

いての情報を含めることを推奨します。

256文字以下で入力します。任意の文字またはスペースを使
用できます。ただし、`（アクセント記号）、\（バックスラッ
シュ）、^（キャラット）、"（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。

[Description]フィールド

この自動設定ポリシーに関連付けられているサーバプールポ

リシー資格情報。

サーバプールポリシー資格情報で指定された基準に合致する

新しいサーバが検出されると、Cisco UCSは、[Service Profile
Template Name]ドロップダウンリストで選択されたサービ
スプロファイルテンプレートに基づいて、自動的にサービス

プロファイルを作成し、それをサーバに関連付けます。

[Qualification]ドロップダウン
リスト

この自動構成ポリシーに関連付けられた組織。

Cisco UCSが自動的にサービスプロファイルを作成してサー
バに関連付ける場合、サービスプロファイルはこのフィール

ドで選択された組織に配置されます。

[Org]ドロップダウンリスト

このポリシーに関連付けられたサービスプロファイルテンプ

レート。

[Service Profile Template
Name]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [OK]をクリックします。
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自動構成ポリシーの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment]ノードをクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 4 [Autoconfig Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 5 削除する自動構成ポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 6 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

サーバディスカバリポリシー設定

Server Discovery Policy Overview
The server discovery policy determines how the UCS Manager reacts when you add a new UCS Blade
Server and UCSMini. If you create a server discovery policy, you can control whether the system conducts
a deep discovery when a server is added to a chassis, or whether a user must first acknowledge the new
server. By default, the system conducts a full discovery.

If you create a server discovery policy, the following occurs when a new server starts:

1. The server discovery policy qualification is executed against the server.

2. If the server meets the required qualifications, Cisco UCSManager applies the following to the server:

• Depending on the option that you select for the action, UCS Manager discovers the new server
immediately, or waits for a user acknowledgment of the new server

• Applies the scrub policy to the server

If automatic deep discovery is triggered by any hardware insertion, removal, or replacement, the following
occurs:

1. The server is moved to a “pending activities” list.

2. A critical hardware mismatch fault is raised on the server, indicating that UCSM has detected a
hardware mismatch.

3. User must explicitly acknowledge the server to trigger the deep discovery.
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In Cisco UCS Manager Release 2.2 (4), blade servers do not support drives with a block size of 4K, but
rack-mount servers support such drives. If a drive with a block size of 4K is inserted into a blade server,
discovery fails and the following error message appears:

Unable to get Scsi Device Information from the system

If this error occurs, do the following:

1. Remove the 4K drive.

2. Reacknowledge the server.

Reacknowledging the server causes the server to reboot and results in loss of service.

Important

サーバディスカバリポリシーの作成

Before you begin

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クレデ

ンシャルを作成します。

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 3 [Server Discovery Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 4 テーブルアイコンバーの [+]アイコンをクリックして、[Create Server Discovery Policy]ダイア
ログボックスを開きます。

ステップ 5 [Description]フィールドに、ディカバリポリシーの説明を入力します。

ステップ 6 [Action]フィールドで、次のオプションのいずれかを選択します。

• [immediate]：Cisco UCS Managerによって新しいサーバの自動検出が試みられます。

• [User Acknowledged]—ユーザーが新しいサーバの検索を指示するまで Cisco UCSManager
は待機します。

ステップ 7 (Optional)このポリシーをサーバプールに関連付けるには、[Qualification]ドロップダウンリ
ストでサーバプールポリシーの資格情報を選択します。

ステップ 8 (Optional)スクラブポリシーを含めるには、[Scrub Policy]ドロップダウンリストでポリシーを
選択します。

ステップ 9 [OK]をクリックします。
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What to do next

サーバディスカバリポリシーは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

方にインクルードします。

サーバディスカバリポリシーの削除

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 3 [Server Discovery Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 4 削除するサーバディスカバリポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

Hardware Change Discovery Policy
The Hardware Change Discovery is a global policy used to set the howCisco UCSManager behaves when
there is a hardware component change. The policy has two values:

• User Acknowledged: You must acknowledge the server to clear all the hardware inventory mismatch
faults.

• Auto Acknowledged: Triggers automatic deep discovery when a hardware component change is
detected.

WhenUCSMdetects any change in the server hardware component, a critical hardware inventorymismatch
fault is raised on the server. You must manually acknowledge the server to clear the fault and complete
the hardware inventory. Once you have acknowledged the server, deep discovery and deep association is
triggered.

For rack servers, you must decommision and recomission the server to clear the fault and complete the
hardware inventory.

You cannot make changes to the policy if there is a hardware inventory mismatch fault.

ハードウェア変更検出ポリシーの設定

手順

ステップ 1 [Equipment] > [Policies] > [Global Policies]を選択します。

ステップ 2 [Hardware Change Discovery Policy]ポリシーで次のいずれかを選択します。
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• [UserAcknowledged]：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。

• [AutoAcknowledged]：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。

ステップ 3 [Save Changes]をクリックします。

サーバ継承ポリシー設定

Server Inheritance Policy Overview
This policy is invoked during the server discovery process to create a service profile for the server. All
service profiles created from this policy use the values burned into the blade at manufacture. The policy
performs the following:

• Analyzes the inventory of the server

• If configured, assigns the server to the selected organization

• Creates a service profile for the server with the identity burned into the server at manufacture

You cannot migrate a service profile created with this policy to another server.

サーバ継承ポリシーの作成

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）の場合、製造時にサーバのアイデンティティ値がサーバ

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

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 3 [Server Inheritance Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 4 テーブルの下部にあるアイコンバーで、[+ Add]をクリックします。

[+ Add]が無効になっている場合は、テーブルのエントリをクリックして有効にします。

ステップ 5 [Create Server Inheritance Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

ポリシーの名前。

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にこの

名前を変更することはできません。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーを使用する場所とタイミングにつ

いての情報を含めることを推奨します。

256文字以下で入力します。任意の文字またはスペースを使
用できます。ただし、`（アクセント記号）、\（バックスラッ
シュ）、^（キャラット）、"（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。

[Description]フィールド

このポリシーを 1つ以上の特定のサーバプールに関連付ける
場合は、これらのプールを識別するサーバプールの資格ポリ

シーを選択します。

[Qualification]ドロップダウン
リスト

このポリシーに組織を関連付ける場合、または現在の関連付

けを変更する場合は、その組織をドロップダウンリストから

選択します。

[Org]ドロップダウンリスト

ステップ 6 [OK]をクリックします。

サーバ継承ポリシーの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 3 [Server Inheritance Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 4 削除するサーバ継承ポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。
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サーバプールポリシー設定

Server Pool Policy Overview
This policy is invoked during the server discovery process. It determines what happens if server pool
policy qualifications match a server to the target pool specified in the policy.

If a server qualifies for more than one pool and those pools have server pool policies, the server is added
to all those pools.

サーバプールポリシーの作成

Before you begin

このポリシーは、次のリソースの1つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にして
います。

•少なくとも 1つのサーバプール

•サーバプールポリシークレデンシャル（サーバをプールに自動的に追加する場合）

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Server Pool Policies]を右クリックし、[Create Server Pool Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Server Pool Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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にこの

名前を変更することはできません。

[Name]フィールド
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説明名前

ポリシーの説明。ポリシーを使用する場所とタイミングにつ

いての情報を含めることを推奨します。

256文字以下で入力します。任意の文字またはスペースを使
用できます。ただし、`（アクセント記号）、\（バックスラッ
シュ）、^（キャラット）、"（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。

[Description]フィールド

このポリシーをサーバプールに関連付ける場合は、ドロップ

ダウンリストから該当のプールを選択します。

[Target Pool]ドロップダウン
リスト

このポリシーを 1つ以上の特定のサーバプールに関連付ける
場合は、これらのプールを識別するサーバプールの資格ポリ

シーを選択します。

[Qualification]ドロップダウン
リスト

ステップ 6 [OK]をクリックします。

サーバプールポリシーの削除

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

サーバプールポリシー資格情報設定

Server Pool Policy Qualification Overview
This policy qualifies servers based on the inventory of a server conducted during the discovery process.
The qualifications are individual rules that you configure in the policy to determine whether a server meets
the selection criteria. For example, you can create a rule that specifies the minimum memory capacity for
servers in a data center pool.
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Qualifications are used in other policies to place servers, not just by the server pool policies. For example,
if a server meets the criteria in a qualification policy, it can be added to one or more server pools or have
a service profile automatically associated with it.

You can use the server pool policy qualifications to qualify servers according to the following criteria:

• Adapter type

• Chassis location

• Memory type and configuration

• Power group

• CPU cores, type, and configuration

• Storage configuration and capacity

• Server model

Depending upon the implementation, you might need to configure several policies with server pool policy
qualifications including the following:

• Autoconfiguration policy

• Chassis discovery policy

• Server discovery policy

• Server inheritance policy

• Server pool policy

サーバプールポリシーの資格情報の作成

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Server Pool Policy Qualifications]ノードを右クリックし、[Create Server Pool Policy Qualification]
を選択します。

ステップ 5 [Create Server Pool Policy Qualification]ダイアログボックスに、ポリシーの一意の名前および説
明を入力します。

ステップ 6 (Optional)このポリシーを使用して、アダプタ構成に基づいたサーバの資格認定を実行するに
は、次の手順を実行します。

a) [Create Adapter Qualifications]をクリックします。
b) [Create Adapter Qualifications]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

アダプタタイプ

アダプタの資格を保存すると、このタイプは変更できなく

なります。

[Type]ドロップダウンリス
ト

アダプタ PIDが一致する必要のある正規表現。[PID]フィールド

選択されたタイプの最大容量

容量を指定するには、[Select]を選択し、必要な最大容量を
入力します。1～ 65535の整数を入力できます。

[Maximum Capacity]フィー
ルド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 7 (Optional)このポリシーを使用して、サーバが物理的に存在するシャーシに基づいたサーバの
資格認定を実行するには、次の手順を実行します。

a) [Create Chassis/Server Qualifications]をクリックします。
b) [Create Chassis and Server Qualifications]ダイアログボックスの 領域で次のフィールドに値
を入力して、使用するシャーシの範囲を指定します。

• [First Chassis ID]フィールド—このポリシーに関連付けられたサーバプールが使用で
きる最初のシャーシ ID。

• [Number of Chassis]フィールド—プールに含めるシャーシの合計数（[First Chassis ID]
フィールドで指定されたシャーシから始まります）。

Example:

たとえば、シャーシ 5、6、7、および 8を使用する場合、[First Chassis ID]フィールドに
5を入力し、[Number of Chassis]フィールドに 4を入力します。シャーシ 3だけを使用す
る場合、[First Chassis ID]フィールドに 3を入力し、[Number of Chassis]フィールドに
1を入力します。

シャーシ 5、6、および 9を使用する場合、5～ 6の範囲のシャーシ/サーバ資格を
作成し、シャーシ9には別の資格を作成します。必要に応じた数のシャーシ/サー
バ資格を作成できます。

Tip

c) [Finish]をクリックします。

ステップ 8 (Optional)このポリシーを使用して、サーバが物理的に存在するシャーシとスロットの両方に
基づいたサーバの資格認定を実行するには、次の手順を実行します。

a) [Create Chassis/Server Qualifications]をクリックします。
b) [Create Chassis and Server Qualifications]ダイアログボックスの 領域で次のフィールドに値
を入力して、使用するシャーシの範囲を指定します。

• [First Chassis ID]フィールド—このポリシーに関連付けられたサーバプールが使用で
きる最初のシャーシ ID。
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• [Number of Chassis]フィールド—プールに含めるシャーシの合計数（[First Chassis ID]
フィールドで指定されたシャーシから始まります）。

c) テーブルで、[Add]をクリックします。
d) [CreateServerQualifications]ダイアログボックスで次のフィールドに値を入力して、使用す
る範囲のサーバの範囲を指定します。

• [First Slot ID]フィールド—このポリシーに関連付けられているサーバプールから取
得できる最初のスロット ID。

• [Number of Slots]フィールド—このポリシーに関連付けられているサーバプールから
取得できるスロットの合計数。

e) [Finish Stage]をクリックします。
f) 別のスロットの範囲を追加するには、[Add]をクリックし、ステップ dおよび eを繰り返
します。

g) スロット範囲の指定を終了したら、[Finish]をクリックします。

ステップ 9 (Optional)このポリシーを使用して、メモリ構成に基づいたサーバの資格認定を実行するには、
次の手順を実行します。

a) [Create Memory Qualifications]をクリックします。
b) [CreateMemory Qualifications]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

必要な最小クロック速度（MHz）。[Clock]フィールド

許容される最大遅延（ナノ秒）。[Latency]フィールド

最小限必要なメモリ容量（MB単位）。[Min Cap]フィールド

メモリの許容最大容量（MB単位）。[Max Cap]フィールド

データバスの最小幅。[Width]フィールド

[Width]フィールドの値と関連付けられる測定単位。[Units]フィールド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 10 (Optional)このポリシーを使用して、CPU/コア構成に基づいたサーバの資格認定を実行するに
は、次の手順を実行します。

a) [Create CPU/Cores Qualifications]をクリックします。
b) [Create CPU/Cores Qualifications]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力しま
す。

説明名前

このポリシーが適用される CPUアーキテクチャ。[Processor Architecture]ドロッ
プダウンリスト
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説明名前

プロセッサ PIDが一致する必要のある正規表現。[PID]フィールド

最小限必要な CPUコアの数。

容量を指定するには、[select]を選択し、関連するテキスト
フィールドに 1～ 65535の整数を入力します。

[Min Number of Cores]フィー
ルド

CPUコアの許容最大数。

容量を指定するには、[select]を選択し、関連するテキスト
フィールドに 1～ 65535の整数を入力します。

[Max Number of Cores]フィー
ルド

最小限必要な CPUスレッドの数。

容量を指定するには、[select]を選択し、関連するテキスト
フィールドに 1～ 65535の整数を入力します。

[Min Number of Threads]
フィールド

CPUスレッドの許容最大数。

容量を指定するには、[select]を選択し、関連するテキスト
フィールドに 1～ 65535の整数を入力します。

[Max Number of Threads]
フィールド

最小限必要な CPU速度。

容量を指定するには、[select]を選択し、CPUの最小速度を
入力します。

[CPU Speed]フィールド

最小限必要な CPUバージョン。

容量を指定するには、[select]を選択し、CPUの最大速度を
入力します。

[CPU Stepping]フィールド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 11 (Optional)このポリシーを使用して、ストレージ構成および容量に基づいたサーバの資格認定
を実行するには、次の手順を実行します。

a) [Create Storage Qualifications]をクリックします。
b) [Create Storage Qualifications]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

使用可能なストレージをディスクレスにする必要があるか

どうか。次のいずれかになります。

• [Unspecified]：どのストレージタイプも受け入れ可能
です。

• [Yes]：ストレージをディスクレスにする必要がありま
す。

• [No]：ストレージをディスクレスにできません。

[Diskless]フィールド
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説明名前

最小限必要なブロック数。

容量を指定するには、[select]を選択し、ブロックの数を入
力します。

[Number of Blocks]フィール
ド

最小限必要なブロックサイズ（バイト単位）。

容量を指定するには、[select]を選択し、ブロックのサイズ
を入力します。

[Block Size]フィールド

サーバ内のすべてのディスクの最小ストレージ容量（MB
単位）。

容量を指定するには、[select]を選択し、ストレージの最小
容量を入力します。

[Min Cap]フィールド

ストレージの許容最大容量（メガバイト単位）。

容量を指定するには、[select]を選択し、ストレージの最大
容量を入力します。

[Max Cap]フィールド

最小限必要なディスクあたりのストレージ容量（ギガバイ

ト単位）。

容量を指定するには、[select]を選択し、各ディスクの最小
容量を入力します。

[Per Disk Cap]フィールド

ユニット数。

容量を指定するには、[select]を選択し、必要なユニットを
入力します。

[Units]フィールド

FlexFlashカードの数。

容量を指定するには、[select]を選択し、必要なユニットを
入力します。

[Number of Flex Flash Cards]
フィールド

ディスクタイプ。次のいずれかになります。

• [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。

[Disk Type]フィールド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 12 (Optional)このポリシーを使用して、サーバのモデルに基づいたサーバの資格認定を実行する
には、次の手順を実行します。
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a) [Create Server Model Qualifications]をクリックします。
b) [Create Server Model Qualifications]ダイアログボックスに、[Model]フィールドと一致する
正規表現を入力します。

c) [OK]をクリックします。

ステップ 13 (Optional)このポリシーを使用して、電源グループに基づいたサーバの資格認定を実行するに
は、次の手順を実行します。

a) [Create Group Power Qualifications]をクリックします。
b) [Create Group Power Qualifications]ダイアログボックスで、[Power Group]ドロップダウン
リストから電源グループを選択します。

c) [OK]をクリックします。

ステップ 14 (Optional)このポリシーを使用して、関連付けられたサーバプールに追加できるラックマウン
トサーバの資格認定を実行するには、次の手順を実行します。

a) [Create Rack Qualifications]をクリックします。
b) [Create Storage Qualifications]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

このポリシーに関連付けられているサーバプールが取得に

使用できる最初のラックマウントサーバスロット ID。
[First Slot ID]フィールド

このポリシーに関連付けられているサーバプールが取得に

使用できるラックマウントサーバスロットの合計数。

[Number of Slots]フィールド

ステップ 15 テーブル内の資格を確認し、必要に応じて修正します。

ステップ 16 [OK]をクリックします。

サーバプールポリシーの資格情報の削除

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]ノードを展開します。

ステップ 4 削除するポリシー資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。
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サーバプールポリシーの資格情報からの資格の削除

1つまたは複数の資格のセットを削除してサーバプールポリシーの資格情報を変更するには、
この手順を使用します。

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]ノードを展開します。

ステップ 4 変更するポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで、[Qualifications]タブを選択します。

ステップ 6 資格のセットを削除するには、次の手順を実行します。

a) テーブルで、資格のセットを示す行を選択します。
b) この行を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 7 [Save Changes]をクリックします。

vNIC/vHBA配置ポリシー設定

vNIC/vHBA Placement Policies
vNIC/vHBA placement policies are used to determine the following:

• How the virtual network interface connections (vCons) are mapped to the physical adapters on a
server.

• What types of vNICs or vHBAs can be assigned to each vCon.

Each vNIC/vHBA placement policy contains four vCons that are virtual representations of the physical
adapters. When a vNIC/vHBA placement policy is assigned to a service profile, and the service profile is
associated with a server, the vCons in the vNIC/vHBA placement policy are assigned to the physical
adapters and the vNICs and vHBAs are assigned to those vCons.

For blade or rack servers that contain one adapter, Cisco UCS assigns all vCons to that adapter. For servers
that contain four adapters, Cisco UCS assigns vCon1 to Adapter1, vCon2 to Adapter2, vCon3 to Adapter3,
and vCon4 to Adapter4.

For blade or rack servers that contain two or three adapters, Cisco UCS assigns the vCons based on the
type of server and the selected virtual slot mapping scheme, which can be Round Robin or Linear
Ordered. For details about the available mapping schemes, see vCon to Adapter Placement, on page 132.

After Cisco UCS assigns the vCons, it assigns the vNICs and vHBAs based on the Selection Preference
for each vCon. This can be one of the following:
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You can specify the PCI order for the vHBA; however, the desired order works within a class of devices,
such as vNICs or vHBAs and not across them. Within an adapter, vNICs are always placed ahead of the
vHBAs.

Note

• All—All configured vNICs and vHBAs can be assigned to the vCon, whether they are explicitly
assigned to it, unassigned, or dynamic. This is the default.

• Assigned Only—vNICs and vHBAs must be explicitly assigned to the vCon. You can assign them
explicitly through the service profile or the properties of the vNIC or vHBA.

• Exclude Dynamic—Dynamic vNICs and vHBAs cannot be assigned to the vCon. The vCon can be
used for all static vNICs and vHBAs, whether they are unassigned or explicitly assigned to it.

• Exclude Unassigned—Unassigned vNICs and vHBAs cannot be assigned to the vCon. The vCon
can be used for dynamic vNICs and vHBAs and for static vNICs and vHBAs that are explicitly
assigned to it.

• Exclude usNIC—Cisco usNICs cannot be assigned to the vCon. The vCon can be used for all other
configured vNICs and vHBAs, whether they are explicitly assigned to it, unassigned, or dynamic.

An SRIOV usNIC that is explicitly assigned to a vCon set to Exclude
usNIC will remain assigned to that vCon.

Note

If you do not include a vNIC/vHBA placement policy in the service profile, Cisco UCSManager defaults
to the Round Robin vCon mapping scheme and the All vNIC/vHBA selection preference, distributing
the vNICs and vHBAs between the adapters based on the capabilities and relative capacities of each
adapter.

vCon to Adapter Placement
Cisco UCS maps every vCon in a service profile to a physical adapter on the server. How that mapping
occurs and how the vCons are assigned to a specific adapter in a server depends on the following:

• The type of server. N20-B6620-2 and N20-B6625-2 blade servers with two adapter cards use a
different mapping scheme than other supported rack or blade servers.

• The number of adapters in the server.

• The setting of the virtual slot mapping scheme in the vNIC/vHBA placement policy, if applicable.

You must consider this placement when you configure the vNIC/vHBA selection preference to assign
vNICs and vHBAs to vCons.

vCon to adapter placement is not dependent upon the PCIE slot number of the adapter. The adapter numbers
used for the purpose of vCon placement are not the PCIE slot numbers of the adapters, but the ID assigned
to them during server discovery.

Note
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vCon to Adapter Placement for N20-B6620-2 and N20-B6625-2 Blade Servers
In N20-B6620-2 and N20-B6625-2 blade servers, the two adapters are numbered left to right while vCons
are numbered right to left. If one of these blade servers has a single adapter, Cisco UCS assigns all vCons
to that adapter. If the server has two adapters, the vCon assignment depends upon the virtual slot mapping
scheme:

• Round Robin—CiscoUCS assigns vCon2 and vCon4 to Adapter1 and vCon1 and vCon3 to Adapter2.
This is the default.

• Linear Ordered—Cisco UCS assigns vCon3 and vCon4 to Adapter1 and vCon1 and vCon2 to
Adapter2.

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。

For blade or rack servers that contain one adapter, Cisco UCS assigns all vCons to that adapter. For servers
that contain four adapters, Cisco UCS assigns vCon1 to Adapter1, vCon2 to Adapter2, vCon3 to Adapter3,
and vCon4 to Adapter4.

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 4 :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

vCon4の割り当てvCon3の割り当てvCon2の割り当てvCon1の割り当てアダプタの数

アダプタ1アダプタ1アダプタ1アダプタ11

アダプタ2アダプタ1アダプタ2アダプタ12

アダプタ2アダプタ3アダプタ2アダプタ13

アダプタ4アダプタ3アダプタ2アダプタ14

ラウンドロビンはデフォルトのマッピングスキームです。

表 5 :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

vCon4の割り当てvCon3の割り当てvCon2の割り当てvCon1の割り当てアダプタの数

アダプタ1アダプタ1アダプタ1アダプタ11

アダプタ2アダプタ2アダプタ1アダプタ12

アダプタ3アダプタ3アダプタ2アダプタ13

アダプタ4アダプタ3アダプタ2アダプタ14
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vNIC/vHBA to vCon Assignment
Cisco UCS Manager provides two options for assigning vNICs and vHBAs to vCons through the
vNIC/vHBA placement policy: explicit assignment and implicit assignment.

Explicit Assignment of vNICs and vHBAs

With explicit assignment, you specify the vCon and, therefore, the adapter to which a vNIC or vHBA is
assigned. Use this assignment option when you need to determine how the vNICs and vHBAs are distributed
between the adapters on a server.

To configure a vCon and the associated vNICs and vHBAs for explicit assignment, do the following:

• Set the vCon configuration to any of the available options. You can configure the vCons through a
vNIC/vHBA placement policy or in the service profile associated with the server. If a vCon is
configured for All, you can still explicitly assign a vNIC or vHBA to that vCon.

• Assign the vNICs and vHBAs to a vCon. You can make this assignment through the virtual host
interface placement properties of the vNIC or vHBA or in the service profile associated with the
server.

If you attempt to assign a vNIC or vHBA to a vCon that is not configured for that type of vNIC or vHBA,
Cisco UCS Manager displays a message advising you of the configuration error.

During service profile association, Cisco UCS Manager validates the configured placement of the vNICs
and vHBAs against the number and capabilities of the physical adapters in the server before assigning the
vNICs and vHBAs according to the configuration in the policy. Load distribution is based upon the explicit
assignments to the vCons and adapters configured in this policy.

If the adapters do not support the assignment of one or more vNICs or vHBAs, Cisco UCSManager raises
a fault against the service profile.

You can specify the PCI order for the vHBA; however, the desired order works within a class of devices,
such as vNICs or vHBAs and not across them. Within an adapter, vNICs are always placed ahead of the
vHBAs.

Note

Implicit Assignment of vNICs and vHBAs

With implicit assignment, Cisco UCS Manager determines the vCon and, therefore, the adapter to which
a vNIC or vHBA is assigned according to the capability of the adapters and their relative capacity. Use
this assignment option if the adapter to which a vNIC or vHBA is assigned is not important to your system
configuration.

To configure a vCon for implicit assignment, do the following:

• Set the vCon configuration to All, Exclude Dynamic, or Exclude Unassigned. You can configure
the vCons through a vNIC/vHBA placement policy or in the service profile associated with the server.

• Do not set the vCon configuration to Assigned Only. Implicit assignment cannot be performed with
this setting.

• Do not assign any vNICs or vHBAs to a vCon.
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During service profile association, Cisco UCSManager verifies the number and capabilities of the physical
adapters in the server and assigns the vNICs and vHBAs accordingly. Load distribution is based upon the
capabilities of the adapters, and placement of the vNICs and vHBAs is performed according to the actual
order determined by the system. For example, if one adapter can accommodate more vNICs than another,
that adapter is assigned more vNICs.

If the adapters cannot support the number of vNICs and vHBAs configured for that server, Cisco UCS
Manager raises a fault against the service profile.

Implicit Assignment of vNICs in a Dual Adapter Environment

When you use implicit vNIC assignment for a dual slot server with an adapter card in each slot, Cisco
UCS Manager typically assigns the vNICs/vHBAs as follows:

• If the server has the same adapter in both slots, Cisco UCS Manager assigns half the vNICs and half
the vHBAs to each adapter.

• If the server has one non-VIC adapter and one VIC adapter, Cisco UCS Manager assigns two vNICs
and two vHBAs to the non-VIC adapter and the remaining vNICs and vHBAs to the VIC adapter.

• If the server has two different VIC adapters, Cisco UCS Manager assigns the vNICs and vHBAs
proportionally, based on the relative capabilities of the two adapters.

The following examples show how Cisco UCS Manager would typically assign the vNICs and vHBAs
with different combinations of supported adapter cards:

• If you want to configure four vNICs and the server contains two Cisco UCS M51KR-B Broadcom
BCM57711 adapters (with two vNICs each), Cisco UCSManager assigns two vNICs to each adapter.

• If you want to configure 50 vNICs and the server contains a Cisco UCS CNA M72KR-E adapter (2
vNICs) and a Cisco UCSM81KR仮想インターフェイスカード adapter (128 vNICs), Cisco UCS
Manager assigns two vNICs to the Cisco UCS CNA M72KR-E adapter and 48 vNICs to the Cisco
UCS M81KR仮想インターフェイスカード adapter.

• If you want to configure 150 vNICs and the server contains a Cisco UCS M81KR仮想インター
フェイスカード adapter (128 vNICs) and a Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカー
ド adapter (256 vNICs), Cisco UCS Manager assigns 50 vNICs to the Cisco UCS M81KR仮想イ
ンターフェイスカード adapter and 100 vNICs to the Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェ
イスカード adapter.

Exceptions to this implicit assignment occur if you configure the vNICs for fabric failover and if you
configure dynamic vNICs for the server.

Note

For a configuration that includes vNIC fabric failover where one adapter does not support vNIC failover,
Cisco UCS Manager implicitly assigns all vNICs that have fabric failover enabled to the adapter that
supports them. If the configuration includes only vNICs that are configured for fabric failover, no vNICs
are implicitly assigned to the adapter that does not support them. If some vNICs are configured for fabric
failover and some are not, Cisco UCS Manager assigns all failover vNICs to the adapter that supports
them and a minimum of one nonfailover vNIC to the adapter that does not support them, according to the
ratio above.
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For a configuration that includes dynamic vNICs, the same implicit assignment would occur. Cisco UCS
Manager assigns all dynamic vNICs to the adapter that supports them. However, with a combination of
dynamic vNICs and static vNICs, at least one static vNIC is assigned to the adapter that does not support
dynamic vNICs.

vNIC/vHBA配置ポリシーの作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [vNIC/vHBA Placement Policies]を右クリックし、[Create Placement Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Placement Policy]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

a) 次のフィールドに入力します。

DescriptionName

The name for this placement policy.

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

にこの名前を変更することはできません。

Name field
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DescriptionName

Cisco UCS assigns virtual network interface connections (vCons)
to the PCIe adapter cards in the server. Each vCon is a virtual
representation of a physical adapter that can be assigned vNICs
and vHBAs.

For blade or rack servers that contain one adapter, Cisco UCS
assigns all vCons to that adapter. For servers that contain four
adapters, Cisco UCS assigns vCon1 to Adapter1, vCon2 to
Adapter2, vCon3 to Adapter3, and vCon4 to Adapter4.

For blade or rack servers that contain two or three adapters, Cisco
UCS assigns the vCons based on the selected virtual slot mapping
scheme. This can be one of the following:

• Round Robin— In a server with two adapter cards, Cisco
UCS assigns vCon1 and vCon3 to Adapter1, then assigns
vCon2 and vCon4 to Adapter2.

In a server with three adapter cards, Cisco UCS assigns vCon1
to Adapter1, vCon2 and vCon4 to Adapter2, and vCon3 to
Adapter3.

This is the default scheme.

• Linear Ordered— In a server with two adapter cards, Cisco
UCS assigns vCon1 and vCon2 to Adapter1, then assigns
vCon3 and vCon4 to Adapter2.

In a server with three adapter cards, Cisco UCS assigns vCon1
to Adapter1 and vCon2 to Adapter2, then assigns vCon3 and
vCon4 to Adapter3.

In N20-B6620-2 and N20-B6625-2 blade servers, the
two adapters are numbered left to right while vCons are
numbered right to left. If one of these blade servers has
a single adapter, Cisco UCS assigns all vCons to that
adapter. If the server has two adapters, the vCon
assignment depends upon the virtual slot mapping
scheme:

（注）

• Round Robin—Cisco UCS assigns vCon2 and
vCon4 to Adapter1 and vCon1 and vCon3 to
Adapter2. This is the default.

• Linear Ordered—Cisco UCS assigns vCon3 and
vCon4 to Adapter1 and vCon1 and vCon2 to
Adapter2.

After Cisco UCS assigns the vCons, it assigns the vNICs and
vHBAs based on the Selection Preference for each vCon.

Virtual Slot Mapping Scheme
field

b) 各 [Virtual Slot]の Selection Preference columnのドロップダウンリストで、次のいずれか
を選択します。
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• All—All configured vNICs and vHBAs can be assigned to the vCon, whether they are explicitly
assigned to it, unassigned, or dynamic. This is the default.

• Assigned Only—vNICs and vHBAs must be explicitly assigned to the vCon. You can assign
them explicitly through the service profile or the properties of the vNIC or vHBA.

• Exclude Dynamic—Dynamic vNICs and vHBAs cannot be assigned to the vCon. The vCon
can be used for all static vNICs and vHBAs, whether they are unassigned or explicitly assigned
to it.

• Exclude Unassigned—Unassigned vNICs and vHBAs cannot be assigned to the vCon. The
vCon can be used for dynamic vNICs and vHBAs and for static vNICs and vHBAs that are
explicitly assigned to it.

• Exclude usNIC—Cisco usNICs cannot be assigned to the vCon. The vCon can be used for all
other configured vNICs and vHBAs, whether they are explicitly assigned to it, unassigned, or
dynamic.

An SRIOV usNIC that is explicitly assigned to a vCon set to Exclude usNIC will
remain assigned to that vCon.

（注）

c) [OK]をクリックします。

vNIC/vHBA配置ポリシーの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。

ステップ 3 [NIC/vHBA Placement Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

vConへの vNICの明示的割り当て

始める前に

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。

• [Assigned Only]

• [Exclude Dynamic]

• Exclude Unassigned
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vConで [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

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Service Profiles]の順に展開します。

ステップ 3 vNICを、明示的に vConに割り当てるサービスプロファイルを含む組織のノードを展開しま
す。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Service_Profile_Name] > [vNICs]の順に展開します。

ステップ 5 明示的に vConに割り当てる vNICをクリックします。

ステップ 6 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 7 [Virtual Host Interface Placement]セクションで、次のフィールドに入力します。

DescriptionName

The user-specified virtual network interface connection (vCon)
placement for the vNIC. This can be one of the following:

• Any—Allows Cisco UCS Manager to determine the vCon to
which the vNIC is assigned.

• 1—Explicitly assigns the vNIC to vCon1.

• 2—Explicitly assigns the vNIC to vCon2.

• 3—Explicitly assigns the vNIC to vCon3.

• 4—Explicitly assigns the vNIC to vCon4.

Desired Placement drop-down
list

The actual vCon assignment of the vNIC on the server.Actual Assignment field

vNICをその vNICタイプ用に設定されていない vConに割り当てようとすると、Cisco UCS
Managerは設定エラーを知らせるメッセージボックスを表示します。別の vConに vNICを割
り当てるか、サービスプロファイルの vCon設定を変更する必要があります。

ステップ 8 [Order]セクションで、次のフィールドに入力します。

DescriptionName

The user-specified PCI order for the vNIC.

Enter an integer between 0 and 128. You cannot create more than 128
vNICs for a server.

Desired Order field

The actual PCI order of the vNIC on the server.Actual Order field
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ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

vConへの vHBAの明示的割り当て

始める前に

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。

• [Assigned Only]

• [Exclude Dynamic]

• Exclude Unassigned

vConで [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

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Service Profiles]の順に展開します。

ステップ 3 vHBAを明示的に vConに割り当てるサービスプロファイルを含む組織のノードを展開しま
す。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Service_Profile_Name] > [vHBAs]を展開します。

ステップ 5 明示的に vConに割り当てる vHBAをクリックします。

ステップ 6 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 7 [Virtual Host Interface Placement]セクションで、次のフィールドに入力します。
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説明名前

vHBA用のユーザ指定仮想ネットワークイン
ターフェイス（vCon）配置。次のいずれかに
なります。

• [Any]：CiscoUCSManagerが、vHBAを割
り当てる vConを決定できるようにしま
す。

• [1]：vHBAを vCon1に明示的に割り当て
ます。

• [2]：vHBAを vCon2に明示的に割り当て
ます。

• [3]：vHBAを vCon3に明示的に割り当て
ます。

• [4]：vHBAを vCon4に明示的に割り当て
ます。

[Desired Placement]フィールド

サーバの vHBAの実際の vCon割り当て。[Actual Assignment]フィールド

vHBAをその vHBAタイプ用に設定されていない vConに割り当てようとすると、Cisco UCS
Managerは設定エラーを知らせるメッセージボックスを表示します。別の vConに vHBAを割
り当てるか、サービスプロファイルの vCon設定を変更する必要があります。

ステップ 8 [Order]セクションで、次のフィールドに入力します。

説明名前

vHBAのユーザ指定の PCI順序。

0～ 128の整数を入力します。サーバには 128
を超える vHBAを作成できません。

[Desired Order]フィールド

サーバの vHBAの実際の PCI順序。[Actual Order]フィールド

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

Placing Static vNICs Before Dynamic vNICs
For optimal performance, static vNICs and vHBAs should be placed before dynamic vNICs on the PCIe
bus. Static vNICs refer to both static vNICs and vHBAs. Cisco UCS Manager Release 2.1 provides the
following functionality regarding the order of static and dynamic vNICs:
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• After upgrading to Cisco UCSManager Release 2.1, if no change is made to existing service profiles
(profiles that are defined in releases prior to Cisco UCS Manager Release 2.1), the vNIC order does
not change.

• After an upgrade to Cisco UCS Manager Release 2.1, any vNIC-related change would reorder the
vNIC map. As a result, all dynamic vNICs would be placed after the static vNICs.

• For newly created service profiles in Cisco UCSManager Release 2.1, static vNICs are always ordered
before dynamic vNICs.

• The above behavior is independent of the sequence of creating or deleting static or dynamic vNICs.

• For SRIOV-enabled service profiles, UCSM places the vNIC Physical Function(PF) before the
corresponding Virtual Functions (VFs). This scheme guarantees that the VFs are placed close to
the parent PF vNIC on the PCIe bus and BDFs are in successive incremental order for the VFs.

Example

Beginning Device Order in Cisco UCS Manager Release 2.0:
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2

New Device Order in Cisco UCS Manager Release 2.0 (Add 2 static vNICs):
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2
eth-vNIC-1 3
eth-vNIC-2 4

After upgrading to Cisco UCS Manager Release 2.1, (Before any vNIC-related change is made
to the service profile.)
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2
eth-vNIC-1 3
eth-vNIC-2 4

New Device Order in Cisco UCS Manager Release 2.1 (Add 2 dynamic vNICs by changing the
policy count from 2 to 4.)
dyn-vNIC-1 3
dyn-vNIC-2 4
eth-vNIC-1 1
eth-vNIC-2 2
dyn-vNIC-3 5
dyn-vNIC-4 6

Dynamic vNICs as Multifunction PCIe Devices

Cisco UCS Manager Version 2.1 provisions static vNICs as 0-function devices (new BUS for every static
vNIC). Multifunction dynamic vNICs are placed from the new Bus-slot after the last static vNIC/vHBA.

Cisco UCS Manager Version 2.1 supports the new StaticZero mode.Note
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Table 6: Version Compatibility

Cisco UCS Manager

Version 2.1

Scheme: ZeroFunction /
MultiFunction / StaticZero

Version 2.0

Scheme: ZeroFunction /
MultiFunction

Version 1.4

Scheme: ZeroFunction

Static vNICs or PFs will be on
Bus [0-57], Function [0]. SRIOV:
Corresponding VFs will be on the
same Bus and Functions [1-255]
No-SRIOV: Dynamic vNICs are
on Bus [0-57], Function [0-7]

< StaticZero Mode >

Static vNICs andDynamic vNICs
are on Bus [0-57], Function [0-7].
Bus 0, Function 0

Bus 0, Function 7

Bus 1, Function 0

< MultiFunction Mode >

Static and Dynamic vNICs are all
on Bus [0-57], Function [0]

< ZeroFunction Mode >

Upgrade from Balboa will not
renumber BDFs (remain in
ZeroFunction mode) until Bus
<=57. Once devices exceed 58 or
Platform specific maximum PCIe
Bus number or change to SRIOV
configuration, switch to StaticZero
mode.

Upgrade from Balboa will not
renumber BDFs (remain in
ZeroFunction mode) until Bus <=
57.

Once devices exceed 58, switch
to MultiFunction mode.

Upgrade from Cisco UCS
Manager Version 2.0 will not
renumber BDFs (remain in
ZeroFunction / MultiFunction
mode). Once devices exceed 58
or Platform specific maximum
PCIe Bus number OR Change to
SRIOV configuration, switch to
StaticZero mode.

vNIC/vHBAの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 UCSManager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。

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。

（注）

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。
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ホストポート配置の設定

Cisco UCS VIC 1340およびVIC 1380アダプタと Cisco UCS VIC 1385および Cisco UCS VIC 1387
アダプタ、Cisco UCS VIC 1455および Cisco VIC 1457をサポートするサーバで、vNICのホス
トポートの配置を設定できます。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Service Profiles]の順に展開します。

ステップ 3 ホストポートに配置する vNICと関連付けるサービスプロファイルを選択します。

ステップ 4 [Service_Profile_Name] > [vNICs]の順に展開します。

ステップ 5 [vNICs]サマリーテーブルの下で、設定する vNICの [Admin Host Port]の値をダブルクリック
し、次のいずれかを選択します。

• Any—Allows Cisco UCS Manager to determine the host port to which the vNIC is assigned.

• 1—Explicitly assigns the vNIC to host port 1.

• 2—Explicitly assigns the vNIC to host port 2.

[Actual Host Port]には、ホストポートの vNICの実際の割り当てが表示されます。この機能が
サポートされていない場合は、[None]と表示されます。

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

CIMCマウント vMedia

スクリプト可能な vMediaの使用

Cisco UCS Manager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 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設定によって有効になり、Web GUI
および CLIインターフェイスを介して設定されます。

Cisco UCS Manager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
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•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

Cisco UCSManagerスクリプト可能 vMediaのサポートは、CIMCマップドデバイスにのみ適用
します。既存の KVMベースの vMediaデバイスはサポートされません。

（注）

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。

vMediaポリシーの作成
リモートの vMediaデバイスのマッピング情報を設定するために、vMediaポリシーが使用され
ます。1つの vMediaポリシーで、CD用とHDD用の 2つの vMediaデバイスとマッピングを使
用できます。同時に、1つの ISOと 1つの IMGを設定できます。ISO構成は CDドライブに、
IMG構成は HDDデバイスにマッピングします。

デバイスをリモートフォルダにマッピングする場合、IMGを作成し、HDDデバイスとして
マッピングします。

（注）

始める前に

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

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。
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ステップ 4 [vMedia Policies]ポリシーを右クリックし、[Create vMedia Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create vMedia Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

vMediaポリシーの名前。

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にこの

名前を変更することはできません。

[名前（Name）]

ポリシーの説明。ポリシーを使用すべき場所や条件について

の情報を含めることを推奨します。最大 115文字を入力でき
ます。

Description

障害の発生時にvMediaがマウントを続行するかどうかを指定
します。ここに表示される値は次のとおりです。

•あり

•なし

デフォルト設定は、[Yes]です。[Yes]を選択する
と、マウントに成功するか、このオプションが無効

化されるまで、リモートサーバは vMediaマウント
プロセスのマウントを試行し続けます。[No]を選択
すると、警告メッセージが表示され、マウントが失

敗した場合にはリトライが機能しないことが示され

ます。

（注）

[Retry on Mount Failure]

ステップ 6 テーブルの右側のアイコンバーの [+]をクリックします。

ステップ 7 [Create vMedia Mount ]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

vMediaマウントポリシーの名前。

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にこの

名前を変更することはできません。

[名前（Name）]
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説明名前

マウントするリモートvMediaのタイプ。ここに表示される値
は次のとおりです。

• [CDD]：スクリプト可能 vMedia CD。

• [HDD]：スクリプト可能 vMedia HDD。

デバイスタイプ

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコル。次のオプ

ションボタンのいずれかをクリックして、マウントされたリ

モートサーバとの通信に使用するプロトコルを指定します。

ここに表示される値は次のとおりです。

• [NFS]：Network Files System。

• [CIFS]：Common Internet File System。

• [HTTP]：Hypertext Transfer Protocol。

• [HTTPS]：Hypertext Transfer Protocol over Secure。

[Protocol]
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説明名前

リモートサーバと通信するためのプロトコルとして CIFSを
使用する場合に、認証に使用するプロトコル。CIFS以外のプ
ロトコルを使用する場合、このフィールドは使用できません。

認証プロトコルを指定するには、ドロップダウンリストから

次のいずれかを選択します。

• [default]：NT LAN Managerのセキュリティサポートプ
ロバイダー（NTLMSSP）プロトコル。このオプション
は、Windows 2008 R2およびWindows 2012 R2でのみ使用
します。

• [None]：認証は使用されません。

• [ntlm]：NT LAN Manager（NTLM）セキュリティプロト
コル。このオプションは、Windows 2008 R2および
Windows 2012 R2でのみ使用します。

• [Ntlmi]：NTLMiのセキュリティプロトコル。このオプ
ションは、CIFSWindowsサーバでデジタル署名が有効な
場合のみ使用します。

• [Ntlmssp]：NT LAN Managerのセキュリティサポートプ
ロバイダー（NTLMSSP）プロトコル。このオプション
は、Windows 2008 R2およびWindows 2012 R2でのみ使用
します。

• [Ntlmsspi]：NTLMSSPiプロトコル。このオプションは、
CIFSWindowsサーバでデジタル署名が有効な場合のみ使
用します。

• [Ntlmv2]：NTLMv2セキュリティプロトコル。このオプ
ションは、Samba Linuxでのみ使用します。

• [Ntlmv2i]：NTLMv2iのセキュリティプロトコル。このオ
プションは、Samba Linuxでのみ使用します。

認証プロトコルオプションは、プロトコルとして

[CIFS]を選択した場合のみ使用可能です。他のすべ
てのプロトコルでは、[AuthenticationProtocol]フィー
ルドは無効になります。

（注）

Authentication Protocol
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説明名前

バックアップファイルを格納する場所の IPアドレスまたはホ
スト名を入力します。これは、サーバ、ストレージアレイ、

ローカルドライブ、またはファブリックインターコネクトが

ネットワーク経由でアクセス可能な任意の読み取り/書き込み
メディアなどがあります。

ホスト名を使用する場合、Cisco UCS Managerで DNSサーバ
を使用するように設定する必要があります。[Inband]ネット
ワークがそのサーバに設定されている場合、ホスト名（DNS）
を使用できます。

[Hostname/IPAddress]

イメージに使用される名前。ここに表示される値は次のとお

りです。

• [None]：ファイル名を [Remote File]フィールドに入力す
る必要があります。

• [Service Profile Name]：ファイル名は自動的に、仮想メ
ディア（vMedia）ポリシーが関連付けられているサービ
スプロファイルの名前になります。

（注） • [Service Profile Name]を [Image Name]変数とし
て選択した場合、[Remote File]フィールドは無
効になります。

• [Service Profile Name]を [Image Name]変数とし
て選択した場合は、サービスプロファイルの名

前を変更しないでください。サービスプロファ

イルの名前を変更すると、仮想メディア

（vMedia）のマウントが失敗することがありま
す。

[Image Name Variable]

ISOやその他のイメージファイルのフルパスを入力します。

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。

（注）

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。

[Remote File]

リモートサーバの共有の名前（たとえば「share」）を入力し
ます。

Remote Path
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説明名前

Cisco UCS Managerでのリモートサーバへのログインに使用
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。

Username

ユーザ名に関連付けるパスワードを入力します。

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。

Password

このチェックボックスをオンにすると、マウントされたvMedia
がイジェクトされた後に再マッピングされます。

イジェクト時の再マッピング

ステップ 8 [OK]をクリックします。
リモートサーバの詳細は、[Create vMedia Mount]ダイアログボックスの [vMedia Mounts]領域
に一覧表示されます。

次のタスク

vMediaブートポリシーを作成します。

サービスプロファイルへの vMediaポリシーの追加
Scriptable vMediaを使用する前に、vMediaおよび Bootポリシーをサービスプロファイルに追
加する必要があります。vMediaポリシーとブートポリシーがサービスプロファイルに追加さ
れた後、そのサービスプロファイルをCiscoUCSサーバに関連付けることができます。次の手
順に、vMediaポリシーをサービスプロファイルに追加する方法を示します。

始める前に

サービスプロファイルに追加する vMediaポリシーを設定します。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Service Profiles]の順に展開します。

ステップ 3 サービスプロファイルを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 組織を右クリックし、[Create Service Profile (expert)]を選択します。

サーバ関連ポリシー

150

サーバ関連ポリシー

サービスプロファイルへの vMediaポリシーの追加



[Unified Computing System Manager]ペインが表示されます。

ステップ 5 [Name]フィールドに、サービスプロファイルの識別に使用できる一意の名前を入力します。

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。

この名前は、サービスプロファイルを作成する組織またはサブ組織内で一意である必要があり

ます。

ステップ 6 [UUID Assignment]ドロップダウンリストで、次のいずれかの手順を実行します。

説明オプション

デフォルトの UUID接尾辞プールから UUIDを割り当てます。Select (pool default
used by default)

ステップ 8に進みます。

製造元によってサーバに割り当てられた UUIDを使用します。

このオプションを選択した場合、UUIDはサービスプロファイルがサー
バと関連付けられるまで割り当てられません。この時点で、UUIDは製造
元によってサーバに割り当てられた UUID値に設定されます。サービス
プロファイルを後で別のサーバに移動すると、UUIDは新しいサーバに一
致するように変更されます。

ステップ 8に進みます。

手動で割り当てる UUIDを使用します。

ステップ 7に進みます。

ドロップダウンリストの下部のリストから選択する UUID接尾辞プール
から UUIDを割り当てます。

Pools Pool_Name

各プール名の後には、プール内で利用可能な UUIDの数および UUIDの
合計数を示す、括弧に囲まれた 2つの数字が表示されます。

既存のプールを使用するのではなく、すべてのサービスプロファイルが

アクセスできるプールを作成する場合は、ステップ 4に進みます。それ
以外の場合はステップ 8に進みます。

ステップ 7 （任意） オプションを選択した場合は、次の手順を実行します。

a) [UUID]フィールドに、このサービスプロファイルを使用するサーバに割り当てる有効な
UUIDを入力します。

b) 選択した UUIDが使用可能であることを確認するには、[here]リンクをクリックします。

ステップ 8 （任意）このサービスプロファイルで使用する新しいUUID接尾辞プールを作成する場合は、
[Create UUID Suffix Pool]をクリックし、[Create UUID Suffix Pool]ウィザードのフィールドに値
を入力します。
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ステップ 9 （任意）テキストボックスに、このサービスプロファイルの説明を入力します。

このサービスプロファイルのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。任意の文字またはスペースを使用できます。ただし、`（アクセン
ト記号）、\（バックスラッシュ）、^（キャラット）、"（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。

ステップ 10 [Next]をクリックします。

ステップ 11 [vMedia]ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。

説明オプション

このサービスプロファイルに vMediaポリシーを割り当てられる
ようにします。

[Select vMedia Policy to
use]

ステップ 12に進みます。

このサービスプロファイルテンプレートだけがアクセスできる

ローカル vMediaポリシーを作成できます。
[Create a Specific vMedia
Policy]

サービスプロファイルに既存のvMediaポリシーを割り当てます。
このオプションを選択した場合、CiscoUCSManagerでポリシーの
詳細が表示されます。

vMedia Policies
Policy_Name

既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービスプロファ

イルがアクセスできるポリシーを作成する場合は、[Create vMedia
Policy]をクリックします。それ以外の場合は、リストでポリシー
を選択し、ステップ 13に進みます。

ステップ 12 すべてのサービスプロファイルおよびテンプレートにアクセスできる新しい vMediaポリシー
を作成したら、[vMedia]ドロップダウンリストからそのポリシーを選択します。

ステップ 13 [Next]をクリックします。

CIMC vMediaポリシーの表示

始める前に

vMediaポリシーを設定しておきます。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Policies] > [vMedia Policies]を展開します。

ステップ 3 [vMedia Policies]ノードを展開して、[vMedia Policies]のリストを表示します。
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ステップ 4 vMediaポリシーの名前をダブルクリックし、選択した [vMedia Mount]のプロパティを表示し
ます。

[Properties]ページで、[vMedia Mounts]で使用されるプロパティを変更できます。
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