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Boot Policy
The Cisco UCS Manager enables you to create a boot policy for blade servers and rack servers.

The Cisco UCSManager boot policy overrides the boot order in the BIOS setup menu and determines the
following:

• Selection of the boot device

• Location from which the server boots

• Order in which boot devices are invoked

For example, you can have associated servers boot from a local device, such as a local disk or CD-ROM
(VMedia), or you can select a SAN boot or a LAN (PXE) boot.

You can either create a named boot policy to associate with one or more service profiles, or create a boot
policy for a specific service profile. A boot policy must be included in a service profile, and that service
profile must be associated with a server for it to take effect. If you do not include a boot policy in a service
profile, Cisco UCS Manager applies the default boot policy.
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Changes to a boot policy might be propagated to all servers created with an updating service profile
template that includes that boot policy. Re-association of the service profile with the server to rewrite the
boot order information in the BIOS is automatically triggered.

You can also specify the following for the boot policy:

• Local LUN name. The name specified is the logical name in the storage profile, not the deployed
name. Specify only a primary name. Specifying a secondary name results in a configuration error.

• Specific JBOD disk number for booting from JBOD disks.

• Any LUN for backward compatibility; however, we do not recommend this. Other devices must not
have bootable images to ensure a successful boot.

Note

UEFIブートモード
Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）は、オペレーティングシステムとプラットフォー
ムファームウェア間のソフトウェアインターフェイスを定義する仕様です。CiscoUCSManager
では、BIOSファームウェアインターフェイスの代わりにUEFIが使用されます。これにより、
BIOSはレガシーサポートを提供する一方で UEFIで動作できるようになります。

ブートポリシーを作成する際は、レガシーブートモードまたは UEFIブートモードのいずれ
かを選択できます。レガシーブートモードは、Cisco UCS C125 M5サーバ以外のすべての
Cisco UCSサーバでサポートされます。UEFIブートモードはM3以降のサーバでのみサポー
トされ、このモードで UEFIセキュアブートモードを有効にできます。Cisco UCS C125 M5
サーバは UEFIブートモードのみサポートしています。

UEFI PXEブートは、Cisco UCS Managerリリース 2.2(4)以降と統合された Cisco UCSラック
サーバ上のすべての Cisco VICアダプタでサポートされています。Cisco UCS Managerリリー
ス 2.2(1)以降では、すべての Ciscoブレードサーバで UEFI PXEブートがサポートされます。

次の制限は、UEFIブートモードに適用されます。

• UEFIブートモードは、次の組み合わせではサポートされません。

• Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSブレードサーバおよびラックサーバ上の
Gen-3 Emulexアダプタと QLogicアダプタ。

• Cisco UCS Managerと統合された Cisco UCSラックサーバ上の Broadcomアダプタに
対する iSCSIブート。

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

•同じサーバで UEFIとレガシーブートモードを混在させることはできません。
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•ブートポリシーに設定されているブートデバイスに UEFI対応オペレーティングシステ
ムがインストールされている場合にのみ、サーバは UEFIモードで正常に起動します。互
換性のある OSが存在しない場合、ブートデバイスは [Boot Order Details]領域の [Actual
Boot Order]タブに表示されません。

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

に発生する可能性があります。

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

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

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

Cisco UCS Managerで UEFIブートパラメータを作成できます。詳細については「UEFI
Boot Parameters（45ページ）」を参照してください。

UEFI Secure Boot
Cisco UCS Manager supports UEFI secure boot on Cisco UCS B-Series M3 and higher Blade servers,
Cisco UCS C-Series M3 and higher Rack servers, and Cisco UCS S-Series M4 Rack servers, and Cisco
UCS C125 M5サーバs. Linux secure boot is supported on SLES 15, SLES 13 SP4, Red Hat Linux 7.6
operating systems starting with Release 4.0(4a). When UEFI secure boot is enabled, all executables, such
as boot loaders and adapter drivers, are authenticated by the BIOS before they can be loaded. To be
authenticated, the images must be signed by either the Cisco Certificate Authority (CA) or a Microsoft
CA.

The following limitations apply to UEFI secure boot:

• UEFI boot mode must be enabled in the boot policy.

• UEFI boot mode is available only for drives.

• The Cisco UCS Manager software and the BIOS firmware must be at Release 2.2 or greater.

UEFI boot mode is supported on Cisco UCS C-Series and S-Series rack
servers beginning with Release 2.2(3a).

Note

• User-generated encryption keys are not supported.

• UEFI secure boot can only be controlled by Cisco UCS Manager.
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• If you want to downgrade to an earlier version of Cisco UCS Manager, and you have a server in
secure boot mode, you must disassociate, then re-associate the server before downgrading. Otherwise,
server discovery is not successful.

• In Cisco UCS Manager Release 4.0, UEFI secure boot is supported on the following Operating
Systems:

• In Cisco UCS Manager Release 4.0(1), UEFI secure boot is supported only on Windows 2016
and Windows 2012 R2.

• In Cisco UCS Manager Release 4.0(2), UEFI secure boot is supported only on Windows 2016
and Windows 2019.

• In Cisco UCS Manager Release 4.0(4), UEFI secure boot is supported on the following:

Table 1: Linux Operating Systems

fNICeNIC/nENICLinux OS

1.6.0.503.2.210.18.738.12RHEL 7.5

2.0.0.373.2.210.18.738.12RHEL 7.6

1.6.0.503.2.210.18.738.12CentOS 7.5

1.6.0.503.2.210.18.738.12CentOS 7.6

2.0.0.323.2.210.18.738.12SLES 12.4

2.0.0.39-71.03.2.210.18.738.12SLES 15

Inbox worksInbox worksESXi

• For ESXi, inbox drivers are signed and work as such. Async drivers
are not signed and do not work.

• Oracle OS does not support IPv6.

• XEN OS does not support IPv6.

Note

Table 2: Windows Operating Systems

nfNICneNICWindows OS

3.2.0.35.3.25.4Windows 2016

3.2.0.35.3.25.4Windows 2019
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CIMC Secure Boot
With CIMC secure boot, only Cisco signed firmware images can be installed and run on the servers. When
the CIMC is updated, the image is certified before the firmware is flashed. If certification fails, the firmware
is not flashed. This prevents unauthorized access to the CIMC firmware.

Guidelines and Limitations for CIMC Secure Boot

• CIMC secure boot is supported on Cisco UCS M3 rack servers.

CIMC secure boot is enabled by default on the Cisco UCS C220 M4/M5,
C240 M4/M5, and C480 M5/C480 M5 ML rack servers, and is
automatically enabled on the Cisco UCS C460 M4 rack server after
upgrading to CIMC firmware release 2.2(3) or higher.

Note

• After CIMC secure boot is enabled, you cannot disable it.

• After CIMC secure boot is enabled on a server, you cannot downgrade to a CIMC firmware image
prior to 2.1(3).

CIMCセキュアブートのステータスの判別

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 > Rack-Mounts] > [Servers] > [Server Name]の順に展開します。

ステップ 3 [Work]領域の [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 4 [CIMC]サブタブをクリックします。

ステップ 5 [CIMC]領域の [Secure Boot Operational State]フィールドをメモします。

次のいずれかになります。

• [Unsupported]：CIMCセキュアブートはサーバでサポートされていません。

• [Disabled]：CIMCセキュアブートはサーバでサポートされていますが、ディセーブルに
なっています。

• [Enabling]：CIMCセキュアブートはイネーブルで、操作は進行中です。

• [Enabled]：CIMCセキュアブートはサーバでイネーブルになっています。

サーバのブート
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ラックサーバの CIMCセキュアブートの有効化

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 > Rack-Mounts] > [Servers] > [Server Name]の順に展開します。

ステップ 3 [Work]領域の [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 4 [CIMC]サブタブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Enable Secure Boot]をクリックします。

CIMCセキュアブートは、Cisco UCS M3ラックサーバでのみサポートされています。CIMC
セキュアブートがサポートされていないか、またはすでにイネーブルの場合は、このアクショ

ンはグレー表示されます。

ステップ 6 [Enable Secure Boot]の確認ダイアログボックスで [Yes]をクリックします。

イネーブルにした後に、CIMCセキュアブートをディセーブルにすることはできませ
ん。

（注）

ブートポリシーの作成
サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブー

トポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービ

スプロファイルテンプレートに含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨

します。

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 [Boot Policies]を右クリックし、[Create Boot Policy]を選択します。

[Create Boot Policy]ウィザードが表示されます。

ステップ 5 ポリシーの一意の名前と説明を入力します。

サーバのブート
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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 (Optional)ブート順序に変更を加えた後、[Reboot on Boot Order Change]チェックボックスを
確認して、このブートポリシーを使用するすべてのサーバを再起動します。

シスコ以外のVICアダプタがあるサーバに適用されるブートポリシーの場合、[Reboot on Boot
Order Change]チェックボックスがオフでも、SANデバイスが追加、削除または順序の変更が
なされると、ブートポリシーの変更の保存時にサーバは常にリブートします。

ステップ 7 (Optional)必要に応じて、[Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name]チェックボックスをオンにしま
す。

•オンにした場合、Cisco UCS Managerは設定エラーと、[Boot Order]テーブルにリストさ
れた 1つ以上の vNIC、vHBA、iSCSI vNICがサーバプロファイル内のサーバ設定に一致
するかどうかのレポートとを表示します。

•オフにした場合は、Cisco UCSManagerがサービスプロファイルから（ブートオプション
に応じて）vNICまたは vHBAを使用します。

ステップ 8 [Boot Mode]フィールドで [Legacy]または [UEFI]オプションボタンをオンにします。

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

ステップ 9 [UEFI]を選択した場合、UEFIブートセキュリティを有効にするには [ブートセキュリティ
（Boot Security）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 10 次の 1つ以上のオプションをブートポリシーに設定し、ブート順序を設定します。

• [Local Devices boot]：サーバのローカルディスクなどのローカルデバイスから、仮想メ
ディアまたはリモート仮想ディスクを起動するには、ブートポリシー用ローカルディス

クブートの設定, on page 39に進みます。

• [SAN boot]：SANのオペレーティングシステムイメージから起動するには、ブートポリ
シー用 SANブートポリシー設定, on page 8に進みます。

プライマリおよびセカンダリ SANブートを指定できます。プライマリブートが失敗した
場合、サーバはセカンダリからのブートを試行します。

• [LAN boot]：集中型プロビジョニングサーバから起動するには、ブートポリシー用 LAN
ブートポリシー設定, on page 37に進みます。

• [iSCSIブート（iSCSI boot）]：iSCSI LUNから起動するには、iSCSIブートポリシーの作
成, on page 20に進みます。

What to do next

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

サーバのブート
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このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられると、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域でブート順序を確認できます。

SAN Boot
You can configure a boot policy to boot one or more servers from an operating system image on the SAN.
The boot policy can include a primary and a secondary SAN boot. If the primary boot fails, the server
attempts to boot from the secondary.

Cisco recommends using a SAN boot, because it offers the most service profile mobility within the system.
If you boot from the SAN when you move a service profile from one server to another, the new server
boots from the same operating system image. Therefore, the new server appears as the same server to the
network.

To use a SAN boot, ensure that the following is configured:

• The Cisco UCSドメイン must be able to communicate with the SAN storage device that hosts the
operating system image.

• A boot target LUN (Logical Unit Number) on the device where the operating system image is located.

SAN boot is not supported on Gen-3 Emulex adapters on Cisco UCS blade and rack servers.Note

ブートポリシー用 SANブートポリシー設定
サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブー

トポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービ

スプロファイルテンプレートに含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨

します。

ローカルディスクと SAN LUNの両方がブート順序のストレージタイプに設定されていて、
オペレーティングシステムまたは論理ボリュームマネージャ（LVM）の設定が誤っている場
合、サーバが SAN LUNではなくローカルディスクからブートする場合があります。

たとえば、Red Hat Linuxがインストールされているサーバで、LVMにデフォルトの LVMが
設定されていて、ブート順序に SAN LUNとローカルディスクが設定されている場合、Linux
は同じ名前の LVが 2つあるという通知を生成し、SCSI IDの値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。

Tip

この手順は、ブートポリシーの作成, on page 6から直接続いています。
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Before you begin

SAN LUNからサーバをブートするブートポリシーを作成し、安定した SANブート操作が必
要な場合は、サーバサービスプロファイルのブートポリシーからすべてのローカルディスク

と他の SAN LUNを最初に削除することをお勧めします。

これは、UCS Miniシリーズには適用されません。

Note

Procedure

ステップ 1 下矢印をクリックして [vHBAs]領域を展開します。

ステップ 2 [Add SAN Boot]リンクをクリックします。

ステップ 3 [Add San Boot]ダイアログボックスで、vHBAとタイプを指定して、[OK]をクリックします。

[Primary] または [Secondary]の SANブートを指定できます。プライマリブートが失敗した場
合、サーバはセカンダリからのブートを試行します。[Any]オプションは、SANストレージデ
バイスに直接接続し、UCSManagerをバイパスしているサポート対象外のアダプタに使用しま
す。UCSMが管理するサポート対象の一連のアダプタの場合の SANブートには [Any]を使用
しないでください。サポート対象外のアダプタについては、ベンダーの指示に従ってブート用

のアダプタを設定します。

ステップ 4 この vHBAがブート可能な SANイメージを参照する場合は、[Add SAN Boot Target]リンクを
クリックし、[Add SAN Boot Target]ダイアログボックスで、ブートターゲット LUN、ブート
ターゲットWWPN、およびタイプを指定して、[OK]をクリックします。

ステップ 5 次のどちらかを実行します。

• [Boot Order]テーブルに別のブートデバイスを追加します。

• [OK]をクリックして終了します。

What to do next

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

iSCSIブート
iSCSIブートを利用すると、サーバはネットワークにリモートに配置されている iSCSIターゲッ
トマシンからオペレーティングシステムを起動できます。

iSCSIブートは次の Cisco UCSハードウェアでサポートされます。

サーバのブート
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• Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711ネットワークアダプタを搭載し、Broadcomか
ら提供されるデフォルトのMACアドレスを使用する Cisco UCSブレードサーバ

• Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC-1280仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC-1340仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC 1455

• Cisco UCS VIC 1457

• Cisco UCS M61KR-B Broadcom BCM57712のネットワークアダプタを持つ Cisco UCSラッ
クサーバ。

• Cisco UCS P81E Virtual Interface Card

• Cisco UCSラックサーバ上の Cisco UCS VIC 1225仮想インターフェイスカード

iSCSIブートを設定する前に満たさなければならない前提条件があります。これらの前提条件
のリストについては、iSCSI Boot Guidelines and Prerequisites（11ページ）を参照してくださ
い。

iSCSIブートを実装するための手順の概要については、iSCSIブートの設定（14ページ）を参
照してください。

iSCSI Boot Process
Cisco UCS Manager uses the iSCSI vNIC and iSCSI boot information created for the service profile in
the association process to program the adapter, located on the server. After the adapter is programmed,
the server reboots with the latest service profile values. After the power on self-test (POST), the adapter
attempts to initialize using these service profile values. If the adapter can use the values and log in to its
specified target, the adapter initializes and posts an iSCSI Boot Firmware Table (iBFT) to the host memory
and a valid bootable LUN to the system BIOS. The iBFT that is posted to the host memory contains the
initiator and target configuration that is programmed on the primary iSCSI VNIC.

Previously, the host could see only one of the boot paths configured, depending on which path completed
the LUN discovery first, and would boot from that path. Now, when there are two iSCSI boot vNICs
configured, the host sees both of the boot paths. So for multipath configurations, a single IQN must be
configured on both the boot vNICs. If there are different IQNs configured on the boot vNICs on a host,
the host boots with the IQN that is configured on the boot vNIC with the lower PCI order.

Note

The next step, which is the installation of the operating system (OS), requires an OS that is iBFT capable.
During installation of the OS, the OS installer scans the host memory for the iBFT table and uses the
information in the iBFT to discover the boot device and create an iSCSI path to the target LUN. Some
OSs requires a NIC driver to complete this path. If this step is successful, the OS installer finds the iSCSI
target LUN on which to install the OS.
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The iBFT works at the OS installation software level and might not work with HBA mode (also known
as TCP offload). Whether iBFTworks with HBAmode depends on the OS capabilities during installation.
Also, for a server that includes a Cisco UCSM51KR-B BroadcomBCM57711 adapter, the iBFT normally
works at a maximum transmission unit (MTU) size of 1500, regardless of the MTU jumbo configuration.
If the OS supports HBA mode, you might need to set HBA mode, dual-fabric support, and jumbo MTU
size after the iSCSI installation process.

Note

iSCSI Boot Guidelines and Prerequisites
These guidelines and prerequisites must be met before configuring iSCSI boot:

• After the iSCSI boot policies are created, a user with ls-compute privileges can include them in a
service profile or service profile template. However, a user with only ls-compute privileges cannot
create iSCSI boot policies.

• To set up iSCSI boot from aWindows 2008 server where the second vNIC (failover vNIC) must boot
from an iSCSI LUN, consult Microsoft Knowledge Base Article 976042. Microsoft has a known
issue where Windows might fail to boot from an iSCSI drive or cause a bugcheck error if the
networking hardware is changed. To work around this issue, follow the resolution recommended by
Microsoft.

• The storage array must be licensed for iSCSI boot and the array side LUN masking must be properly
configured.

• Two IP addresses must be determined, one for each iSCSI initiator. If possible, the IP addresses
should be on the same subnet as the storage array. The IP addresses are assigned statically or
dynamically using the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

• You cannot configure boot parameters in the Global boot policy. Instead, after configuring boot
parameters, include the boot policy in the appropriate service profile.

• The operating system (OS) must be iSCSI Boot Firmware Table (iBFT) compatible.

• For RHEL 7.x, the kernel parameter "rd.iscsi.ibft=1" is required before the installation. If the
parameter is not entered, the iSCSI boot may fail.

• For SLES 12.x, the following guidelines must be followed:

• Hit "e" on the install disk before loading the kernel, edit the linuxefi ( if using EFI) or kernel
(if using legacy), and add the kernel parameter “rd.iscsi.ibft=1 rd.iscsi.firmware=1
rd.neednet=1”. If the parameter is not entered, the iSCSI boot may fail.

• On an existing system that uses iSCSI, ensure that the /etc/iscsi/iscsid.conf has
node.startup=automatic (not manual). Add this parameter to the /etc/default/grub/ and then
run grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg to rebuild grub config.

• For Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711 network adapters:

• Servers that use iSCSI boot must contain the Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711
network adapter. For information on installing or replacing an adapter card, see the『Cisco

UCS B250 Extended Memory Blade Server Installation and Service Note』. The service note
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is accessible from the『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』 at
http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc.

• Set the MAC addresses on the iSCSI device.

• If you are using the DHCP Vendor ID (Option 43), configure the MAC address of an iSCSI
device in /etc/dhcpd.conf.

• HBA mode (also known as TCP offload) and the boot to target setting are supported. However,
only Windows OS supports HBA mode during installation.

• Before installing the OS, disable the boot to target setting in the iSCSI adapter policy, then after
installing the OS, re-enable the boot to target setting.

Each time you change an adapter policy setting, the adapter reboots to
apply the new setting.

Note

• When installing the OS on the iSCSI target, the iSCSI target must be ordered before the device
where the OS image resides. For example, if you are installing the OS on the iSCSI target from
a CD, the boot order should be the iSCSI target and then the CD.

• After the server is iSCSI booted, do not modify the Initiator Name, Target name, LUN, iSCSI
device IP, or Netmask/gateway using the Broadcom tool.

• Do not interrupt the POST (power on self-test) process or the Cisco UCS M51KR-B Broadcom
BCM57711 network adapter will fail to initialize.

• For Cisco UCSM81KR仮想インターフェイスカード and Cisco UCS VIC-1240仮想インター
フェイスカード:

For Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカード:

• Do not set MAC addresses on the iSCSI device.

• HBA mode and the boot to target setting are not supported.

• When installing the OS on the iSCSI target, the iSCSI target must be ordered after the device
where the OS image resides. For example, if you are installing the OS on the iSCSI target from
a CD, the boot order should be the CD and then the iSCSI target.

• If you are using the DHCP Vendor ID (Option 43), the MAC address of the overlay vNIC must
be configured in /etc/dhcpd.conf.

• After the server is iSCSI booted, do not modify the IP details of the overlay vNIC.

• The VMware ESX/ESXi operating system does not support storing a core dump file to an iSCSI boot
target LUN. Dump files must be written to a local disk.

Initiator IQN Configuration
Cisco UCS uses the following rules to determine the initiator IQN for an adapter iSCSI vNIC at the time
a service profile is associated with a physical server:
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• An initiator IQN at the service profile level and at the iSCSI vNIC level cannot be used together in
a service profile.

• If an initiator IQN is specified at the service profile level, all of the adaptor iSCSI vNICs are configured
to use the same initiator IQN, except in the case of DHCP Option 43, where the initiator IQN is set
to empty on the adapter iSCSI vNIC.

• When an initiator IQN is set at the iSCSI vNIC level, the initiator IQN at the service profile level is
removed, if one is present.

• If there are two iSCSI vNIC in a service profile and only one of them has the initiator IQN set, the
second one is configured with the default IQN pool. You can change this configuration later. The
only exception is if DHCPOption 43 is configured. In this case, the initiator IQN on the second iSCSI
vNIC is removed during service profile association.

If you change an iSCSI vNIC to use the DHCP Option 43 by setting the
vendor ID, it does not remove the initiator IQN configured at the service
profile level. The initiator IQN at the service profile level can still be used
by another iSCSI vNIC which does not use the DHCP Option 43.

Note

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

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

（注）

始める前に

Microsoft Multipath I/O（MPIO）をイネーブル化するサーバには、Cisco VICドライバが必要で
す。

ブート LUNに設定されたパスが複数ある場合、LUNがインストールされるときにイネーブル
にするパスは 1つのみです。

手順

ステップ 1 サーバに関連付けられたサービスプロファイルで、プライマリ iSCSI vNICを設定します。

詳細については、サービスプロファイル用 iSCSI vNICの作成（21ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 2 プライマリ iSCSI vNICを使用して、iSCSIターゲット LUNにWindowsオペレーティングシス
テムをインストールします。

サーバのブート
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ステップ 3 Windowsのインストールが完了したら、ホスト上でMPIOをイネーブルにします。

ステップ 4 サーバに関連付けられたサービスプロファイルで、ブートポリシーにセカンダリ iSCSI vNIC
を追加します。

詳細については、「iSCSIブートポリシーの作成（20ページ）」を参照してください。

iSCSIブートの設定
LUNターゲットから iSCSIブートするようCisco UCSでアダプタまたはブレードを設定する場
合、次のすべてのステップを完了します。

手順

目的コマンドまたはアクション

詳細については、iSCSIブートポリシー
の作成（20ページ）を参照してくだ
さい。

（任意） iSCSIブートのアダプタポリ
シーを設定します。

ステップ 1

詳細については、iSCSI認証プロファ
イルの作成（18ページ）を参照して
ください。

（任意）イニシエータとターゲットの

認証プロファイルを設定します。

ステップ 2

詳細については、iSCSIイニシエータ
IPプールの作成（19ページ）を参照
してください。

（任意） IPアドレスプールの IPアド
レスを使用するよう iSCSIイニシエー
タを設定するには、iSCSIイニシエー
タプールに IPアドレスのブロックを
追加します。

ステップ 3

すべてのサービスプロファイルで使用

できるブートポリシーの作成の詳細に

すべてのサービスプロファイルで使用

できるブートポリシーを作成します。

ステップ 4

ついては、iSCSIブートポリシーの作
成（20ページ）を参照してください。

または、特定のサービスポリシーに対

してのみローカルブートポリシーを作

成できます。ただし、複数のサービス

プロファイルと共有できるブートポリ

シーを作成することを推奨します。

ステップ 7において、サービスプロ
ファイルで iSCSIブートおよび vNIC

すべてのサービスプロファイルで使用

できるブートポリシーを作成した場合

ステップ 5

パラメータを設定するときに、サービは、それをサービスプロファイルに割

スプロファイルにブートポリシーを割

り当てることができます。

り当てます。それ以外の場合は、次の

ステップに進みます。

詳細については、サービスプロファイ

ル用 iSCSI vNICの作成（21ページ）
を参照してください。

サービスプロファイルで iSCSI vNIC
を作成します。

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

詳細については、[Expert]ウィザードを
使用したサービスプロファイルの作成

expertモードでサービスプロファイル
において、またはサービスプロファイ

ステップ 7

またはサービスプロファイルテンプ

レートの作成を参照してください。

ルテンプレートにおいて、iSCSIブー
トパラメータ（iSCSI修飾子名
（IQN）、イニシエータ、ターゲット
インターフェイスなど）および iSCSI
vNICパラメータを設定します。

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

iSCSIブート動作を確認します。ステップ 8

適切なパラメータを入力しないと、

iSCSIブート操作に失敗することがあ
ります。

OSをインストールする前に、OSが
iSCSIブートファームウェアテーブル
(iBFT)と互換性があることを確認しま
す。

ステップ 9

• RHEL 7.xの場合は、OSをインス
トールする前にカーネルパラメー

タ「rd.iscsi.ibft=1」が必須となりま
す。

• SLES12.xについては、カーネルを
ロードする前に、インストール

ディスクで「e」を押し、linuxefi
(EFIを使用している場合)または
カーネル(レガシーを使用している
場合)を編集して、カーネルパラ
メータ「rd.iscsi.ibft=1
rd.iscsi.firmware=1 rd.neednet=1」を
追加します。

詳細については、次のいずれかのド

キュメントを参照してください。

サーバに OSをインストールします。ステップ 10

•『Cisco UCS Bシリーズブレード

サーバ VMwareインストレーショ

ンガイド』

•『Cisco UCS Bシリーズブレード

サーバ Linuxインストレーション

ガイド』

•『Cisco UCS Bシリーズブレード

サーバ Windowsインストレーショ

ンガイド』

サーバをブートします。ステップ 11
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iSCSIアダプタポリシーの作成

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 [Adapter Policies]を右クリックし、[Create iSCSI Adapter Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create iSCSI Adapter 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。

DescriptionName

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

The number of seconds to wait until Cisco UCS assumes that the
initial login has failed and the iSCSI adapter is unavailable.

Enter an integer between 0 and 255. If you enter 0, Cisco UCS uses
the value set in the adapter firmware (default: 15 seconds).

Connection Timeout field

The number of times to retry the connection in case of a failure during
iSCSI LUN discovery.

Enter an integer between 0 and 60. If you enter 0, Cisco UCS uses
the value set in the adapter firmware (default: 15 seconds).

LUN Busy Retry Count field

The number of seconds to wait before the initiator assumes that the
DHCP server is unavailable.

Enter an integer between 60 and 300 (default: 60 seconds).

DHCP Timeout field

Check this box if you want to use a TCP Timestamp.With this setting,
transmitted packets are given a time stamp of when the packet was
sent so that the packet's round-trip time can be calculated, when
needed.

This option only applies to servers with the Cisco UCS
NIC M51KR-B adapter.

Note

Enable TCP Timestamp check
box

サーバのブート
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DescriptionName

Check this box to enable HBA mode (also known as TCP offload).

This option should only be enabled for servers with the
Cisco UCS NIC M51KR-B adapter running the Windows
operating system.

Important

HBA Mode check box

Check this box to boot from the iSCSI target.

This option only applies to servers with the Cisco UCS
NIC M51KR-B adapter. It should be disabled until you
have installed an operating system on the server.

Note

Boot to Target check box

This can be one of the following:

• Local—This policy is available only to service profiles and
service profile templates in this Cisco UCSドメイン.

• Pending Global—Control of this policy is being transferred to
Cisco UCS Central. Once the transfer is complete, this policy
will be available to all Cisco UCSドメイン registered with
Cisco UCS Central.

• Global—This policy is managed by Cisco UCS Central. Any
changes to this policy must be made through Cisco UCS Central.

Owner field

ステップ 6 [OK]をクリックします。

What to do next

アダプタポリシーはサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

iSCSIアダプタポリシーの削除

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]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 [Adapter Policies]ノードを展開します。

ステップ 5 アダプタポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

サーバのブート
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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。

iSCSI認証プロファイルの作成
iSCSIブートの場合、イニシエータおよびターゲットの iSCSI認証プロファイルを作成する必
要があります。

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 [iSCSI Authentication Profiles]を右クリックし、[iSCSI Authentication Profile]を選択します。

ステップ 5 [Create Authentication Profile]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

認証プロファイルの名前。

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

このプロファイルに関連付けられたユーザ ID。

1～ 128文字の文字、スペース、特殊文字を入力します。

[ユーザ ID（User ID）]フィー
ルド

このプロファイルに関連付けられたパスワード。

12～ 16文字（特殊文字を含む）を入力します。

[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

ステップ 6 [OK]をクリックします。

次のタスク

認証プロファイルはサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

サーバのブート
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iSCSI認証プロファイルの削除

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]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 [iSCSI Authentication Profiles]ノードを展開します。

ステップ 5 削除する IPプールを右クリックし、[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。

iSCSIイニシエータ IPプールの作成
iSCSIブートに使用する IPアドレスのグループを作成できます。Cisco UCS Managerは指定し
た IPv4 アドレスのブロックを予約します。

サーバまたはサービスプロファイルのスタティック IPアドレスとして割り当てられている IP
アドレスが、IPプールに含まれていてはなりません。

手順

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

ステップ 2 [LAN] > [Pools]の順に展開します。

ステップ 3 プー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 [IP Pools]ノードを展開します。

ステップ 5 [IP Pool iscsi-initiator-pool]を右クリックし、[Create Block of IPv4 Addresses]を選択します。

ステップ 6 [Create a Block of IPv4 Addresses]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

ブロックに割り当てられた IPv4アドレスの範囲。[Name]カラム

ブロック内の最初の IPv4アドレス。[From]カラム

ブロック内の最後の IPv4アドレス。[To]カラム

サーバのブート
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説明名前

ブロック内の IPv4アドレスと関連付けられたサブネットマス
ク。

[Subnet]カラム

ブロック内の IPv4アドレスと関連付けられたデフォルトゲー
トウェイ。

[Default Gateway]カラム

IPv4アドレスのこのブロックがアクセスする必要のあるプラ
イマリ DNSサーバ。

[Primary DNS]カラム

IPv4アドレスのこのブロックがアクセスする必要のあるセカ
ンダリ DNSサーバ。

[Secondary DNS]カラム

ステップ 7 [OK]をクリックします。

次のタスク

1つ以上のサービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートを設定し、iSCSI
イニシエータ IPプールから iSCSIイニシエータ IPアドレスを取得します。

iSCSIブートポリシーの作成
ブートポリシーあたり最大 2つの iSCSI vNICを追加できます。一方の vNICはプライマリ
iSCSIブートソースとして動作し、もう一方はセカンダリ iSCSIブートソースとして動作しま
す。

手順

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 [Boot Policies]を右クリックし、[Create Boot Policy]を選択します。

[Create Boot Policy]ウィザードが表示されます。

ステップ 5 ポリシーの一意の名前と説明を入力します。

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。

サーバのブート
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ステップ 6 （任意）ブート順序の変更後にこのブートポリシーを使用するサーバをリブートするには、
[Reboot on Boot Order Change]チェックボックスをオンにします。

Cisco UCS Manager GUIで、ブートポリシーの [順序を変更したときにリブートする（Reboot
on Boot Order Change]チェックボックスがオンになっていて、CD-ROMまたはフロッピーが
ブート順序の最後のデバイスの場合、デバイスを削除または追加してもブート順序には直接影

響せず、サーバは再起動しません。

これは、標準のブート順序を使用しているサーバにのみ適用されます。（注）

ステップ 7 （任意）必要に応じて、[Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name]チェックボックスをオンにしま
す。

•オンにした場合、Cisco UCS Managerは設定エラーと、[Boot Order]テーブルにリストさ
れた 1つ以上の vNIC、vHBA、iSCSI vNICがサーバプロファイル内のサーバ設定に一致
するかどうかのレポートとを表示します。

•オフにした場合は、Cisco UCSManagerがサービスプロファイルから（ブートオプション
に応じて）vNICまたは vHBAを使用します。

ステップ 8 iSCSIブートをブートポリシーに追加するには、次の手順を実行します。

a) 下矢印をクリックして [iSCSI vNICs]領域を展開します。
b) [Add iSCSI Boot]リンクをクリックします。
c) [Add iSCSI Boot]ダイアログボックスで、iSCSI vNICの名前を入力し、[OK]をクリックし
ます。

d) 別の iSCSI vNICを作成するには、ステップ b、cを繰り返します。

次のタスク

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

サービスプロファイル用 iSCSI vNIC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] > [Service Profiles]の順に展開します。

ステップ 3 iSCSI vNICを作成するサービスプロファイルが含まれている組織のノードを展開します。

ステップ 4 iSCSI vNICを作成するサービスプロファイルを展開します。

ステップ 5 [iSCSI vNICs]ノードを右クリックし、[Create vNICs]を選択します。

ステップ 6 [Create iSCSI vNIC]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

iSCSI vNIC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

この iSCSI vNICに関連付けられた LAN vNIC（存在する場
合）。

[Overlay vNIC]ドロップダウ
ンリスト

この iSCSI vNICに関連付けられた iSCSIアダプタポリシー
（存在する場合）。

[iSCSI Adapter Policy]ドロッ
プダウンリスト

すべての iSCSI vNICで使用可能な新しい iSCSIアダプタを作
成するには、このリンクをクリックします。

[Create iSCSI Adapter Policy]
リンク

この iSCSI vNICに関連付けられたMACアドレス（存在する
場合）。MACアドレスが設定されていない場合、Cisco UCS
Manager GUIは [Derived]と表示します。

[MAC Address]フィールド

この iSCSI vNICに関連付けられたMACプール（存在する場
合）。

[MAC Pool]フィールド

この iSCSI vNICに関連付けられた仮想 LAN。デフォルトの
VLANは [default]です。

Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードお
よびCiscoUCSVIC-1240仮想インターフェイスカー
ドの場合、指定するVLANはオーバーレイ vNICの
ネイティブ VLANと同じである必要があります。

Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタ
の場合、指定した VLANは、オーバーレイ vNICに
割り当てられたどの VLANでも設定できます。

（注）

[VLAN]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [iSCSI MAC Address]領域の [MAC Address Assignment]ドロップダウンリストで、次のいずれ
かを選択します。

• MACアドレスの割り当てを解除したままにして、[Select (None used by default)]を選択し
ます。このサービスプロファイルに関連付けられるサーバが Cisco UCS M81KR仮想イン
ターフェイスカードアダプタまたはCisco UCSVIC-1240仮想インターフェイスカードを
含む場合、このオプションを選択します。

このサービスプロファイルに関連付けられたサーバに Cisco UCS NIC M51KR-B
アダプタが含まれる場合、MACアドレスを指定する必要があります。

重要
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•特定のMACアドレスを使用する場合は、[00:25:B5:XX:XX:XX]を選択し、アドレスを
[MAC Address]フィールドに入力します。このアドレスが使用可能であることを確認する
には、対応するリンクをクリックします。

•プール内のMACアドレスを使用する場合は、リストからプール名を選択します。各プー
ル名の後には、数字のペアが括弧で囲まれています。最初の数字はそのプール内の使用可

能なMACアドレスの数であり、2番めの数字はそのプール内のMACアドレスの合計数
です。

この Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録されている場合は、プールカテゴリ
が 2つ存在することがあります。[Domain Pools]は Cisco UCSドメインでローカルに定義
され、[Global Pools]は Cisco UCS Centralで定義されます。

ステップ 8 （任意）すべてのサービスプロファイルで使用できるMACプールを作成する場合は、[Create
MAC Pool]をクリックし、[Create MAC Pool]ウィザードでフィールドに値を入力します。

詳細については、『』『Cisco UCS Manager Network Management Guide, Release 3.2』の「Creating
a MAC Pool」セクションを参照してください。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 （任意）イニシエータ名を設定または変更する場合は、[iSCSI vNIC（iSCSI vNICs）]タブか
ら [イニシエータ名のリセット（Reset Initiator Name）]または [イニシエータ名の変更（Change
Initiator Name）]をクリックし、[イニシエータ名の変更（Change Initiator Name）]ダイアログ
ボックスのフィールドを入力するかクリックします。詳細については、「サービスプロファイ

ルレベルでのイニシエータ IQNの設定（24ページ）」を参照してください。

サービスプロファイルからの iSCSI vNIC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] > [Service Profiles]の順に展開します。

ステップ 3 iSCSI vNICを削除するサービスプロファイルが含まれている組織のノードを展開します。

ステップ 4 iSCSI vNICを削除するサービスプロファイルを展開します。

ステップ 5 [iSCSI vNICs]ノードを展開します。

ステップ 6 削除する iSCSI vNICを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 7 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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サービスプロファイルレベルでのイニシエータ IQN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] > [Service Profiles]の順に展開します。

ステップ 3 編成の対象となるノードを展開します。

ステップ 4 変更する iSCSI vNICが含まれるサービスプロファイルをクリックします。

ステップ 5 [作業（Work）]ペインで、[iSCSI vNIC（iSCSI vNICs）]タブをクリックします。

ステップ 6 [Reset Initiator Name]をクリックします。

ステップ 7 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。

サービスプロファイルレベルでのイニシエータ IQNの変更

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 編成の対象となるノードを展開します。

ステップ 4 変更する iSCSI vNICが含まれるサービスプロファイルをクリックします。

ステップ 5 [作業（Work）]ペインで、[iSCSI vNIC（iSCSI vNICs）]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で、[Change Initiator Name]をクリックします。

ステップ 7 [Change Initiator Name]ダイアログボックスで、次のフィールドの値を変更します。

説明名前

ドロップダウンリストから、使用する IQNイ
ニシエータ名を選択します。

[Initiator Name Assignment]ドロップダウンリ
スト

手動によるイニシエータ名の割り当てを選択

した場合は、イニシエータ名を入力します。

[Initiator Name]フィールド

これをクリックして、新しい IQN接尾辞プー
ルを作成します。

[Create IQN Suffix Pool]リンク

ステップ 8 [OK]をクリックします。
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iSCSIブートパラメータの設定
iSCSI vNICのブート順序、ブートポリシー、iSCSI認証プロファイル、イニシエータインター
フェイス、ターゲットインターフェイスなど、iSCSIブートパラメータを設定できます。

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 iSCSIブートパラメータを作成す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 iSCSIブートパラメータを作成するサービスプロファイルをクリックします。

ステップ 5 [Boot Order]タブをクリックします。

ステップ 6 [Specific Boot Policy]領域で、下矢印をクリックして [iSCSI vNICs]領域を展開します。

ステップ 7 [iSCSI vNICs]領域で、サーバのブート元の iSCSI vNICをダブルクリックしてそれらを [Boot
Order]テーブルに追加します。

ステップ 8 [iSCSI vNICs]領域で、[Set Boot Parameters]リンクをクリックします。

2つの iSCSI vNICがある場合は、ブートパラメータを設定する方を選択します。

ステップ 9 [Set iSCSI Boot Parameters]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

ブートパラメータを設定している iSCSI vNICの名前。[Name]フィールド

関連する iSCSI認証プロファイルの名前。[Authentication Profile]ドロッ
プダウンリスト

すべての iSCSI vNICで使用可能な新しい iSCSI認証プロファ
イルを作成するには、このリンクをクリックします。

[Create Authentication Profile]リ
ンク

ステップ 10 [Initiator Name]領域で、次のフィールドに入力します。
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説明名前

iSCSIブートイニシエータ名の割り当て方法を選択します。
次の方法の中から 1つを選択してください。

• [Manual]：[Initiator Name]フィールドに名前を入力しま
す。イニシエータ名には、最大で 223文字まで使用でき
ます。

• [プール（Pools）]：IQN接尾辞プールを選択します。こ
のプールから名前が割り当てられます。

[Set iSCSI Boot Parameters]ダイアログボックスでイ
ニシエータ名を設定すると、サービスプロファイル

レベルではなく、iSCSI vNICレベルでイニシエータ
IQNが設定されます。複数のパスが設定されている
場合、[iSCSI vNICs]タブから、またはサービスプロ
ファイルの作成時に、イニシエータ IQNを設定する
必要があります。

（注）

必要に応じて、イニシエータ名を変更またはリセットできま

す。詳細については、サービスプロファイルレベルでのイニ

シエータ IQNの変更（24ページ）を参照してください。

[Initiator Name Assignment]ド
ロップダウンリスト

すべての iSCSI vNICで使用可能な新しい IQN接尾辞プールを
作成するには、このリンクをクリックします。

[IQNサフィックスプールの作
成（Create IQN Suffix Pool）]
リンク

iSCSIイニシエータ名を定義する正規表現。

任意の英数字および次の特殊文字を入力することができます。

• .（ピリオド）

•：（コロン）

• -（ダッシュ）

]Initiator Name]フィールド

ステップ 11 [Initiator IP Address Policy]ドロップダウンリストで、次のいずれかを選択します。

説明オプション

システムがDHCPを使用してインターフェイスを自動的に選択しま
す。

[Select (DHCP used by
default)]

ステップ 13に進みます。

スタティック IPv4アドレスが、この領域に入力された情報に基づ
いて iSCSIブート vNICに割り当てられます。

Static

ステップ 12に進みます。
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説明オプション

IPv4アドレスが管理 IPアドレスプールから iSCSIブート vNICに
割り当てられます。

Pool

ステップ 13に進みます。

ステップ 12 [Initiator IP Address Policy]ドロップダウンリストから [Static]を選択した場合は、次のフィー
ルドに値を入力します。

説明名前

iSCSIブート vNICに割り当てられた IPv4アドレス。

このアドレスを指定する場合は、[Initiator IPAddress Policy]
ドロップダウンリストで [Static]を選択する必要がありま
す。

[IPv4 Address]フィールド

IPv4アドレスに関連付けられたサブネットマスク。[Subnet Mask]フィールド

IPv4アドレスに関連付けられたデフォルトゲートウェイ。[デフォルトゲートウェイ（Default
Gateway）]フィールド

プライマリ DNSサーバのアドレス。[プライマリDNS（PrimaryDNS）]
フィールド

セカンダリ DNSサーバのアドレス。[セカンダリDNS（Secondary
DNS）]フィールド

ステップ 13 iSCSIターゲットインターフェイスでは、次のいずれかのオプションボタンを選択します。

説明オプション

システムにより、設定する必要があるスタティックターゲット

インターフェイスが作成されます。

[iSCSI Static Target
Interface]

ステップ 14に進みます。

システムにより、自動ターゲットインターフェイスが作成され

ます。自動ターゲットがイニシエータとDHCPベンダー IDのど
ちらを使用するか指定する必要があります。

[iSCSI Auto Target
Interface]

ステップ 16に進みます。

ステップ 14 [iSCSI Static Target Interface]を選択した場合、[Static Target Interface]テーブルで [Add]をクリッ
クします。

ステップ 15 [Create iSCSI Static Target]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
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DescriptionName

A regular expression that defines the iSCSI Qualified Name (IQN)
or Extended Unique Identifier (EUI) name of the iSCSI target.

You can enter any alphanumeric characters as well as the following
special characters:

• . (period)

• : (colon)

• - (dash)

This namemust be properly formatted using standard IQN
or EUI guidelines.

重要

The following examples show properly formatted iSCSI target names:

• iqn.2001-04.com.example

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

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

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

• eui.02004567A425678D

iSCSI Target Name field

The system-assigned priority for the iSCSI target.Priority field

The port associated with the iSCSI target.

Enter an integer between 1 and 65535. The default is 3260.

Port field

The name of the associated iSCSI authentication profile.Authentication Profile
drop-down list

Click this link to create a new iSCSI authentication profile that will
be available to all iSCSI vNICs.

Create iSCSI Authentication
Profile link

The IPv4 address assigned to the iSCSI target.IPv4 Address field

The LUN identifier in the iSCSI target.LUN Id field

ステップ 16 [iSCSI Auto Target Interface]を選択した場合、[DHCP Vendor Id]フィールドにイニシエータ名ま
たはDHCPベンダー IDを入力します。イニシエータがすでに設定済みである必要があります。
ベンダー IDには、最大 32文字の英数字を指定できます。

ステップ 17 [OK]をクリックします。
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iSCSIブートパラメータの変更
iSCSI vNICのブート順序、ブートポリシー、iSCSI認証プロファイル、イニシエータインター
フェイス、ターゲットインターフェイスなど、iSCSIブートパラメータを変更できます。

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 iSCSIブートパラメータを変更す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 iSCSIブートパラメータを変更するサービスプロファイルをクリックします。

ステップ 5 [Boot Order]タブをクリックします。

ステップ 6 [Specific Boot Policy]領域で、下矢印をクリックして [iSCSI vNICs]領域を展開します。

ステップ 7 ブート順序の iSCSI vNICを追加または削除する、またはブート順序を変更するには、次のい
ずれかを実行します。

• iSCSI vNICを追加するには、[iSCSI vNICs]領域で、iSCSI vNICをダブルクリックして [Boot
Order]テーブルに追加します。

•ブート順序から iSCSI vNICを削除するには、[Boot Order]テーブルで、iSCSI vNICを選択
して [Delete]をクリックします。

• iSCSI vNICのブート順序を変更するには、[Boot Order]テーブルで、iSCSI vNICを選択し
て [Move Up]または [Move Down]をクリックします。

ステップ 8 ブートパラメータを変更するには、[iSCSI vNICs]領域で、[Set Boot Parameters]リンクをクリッ
クします。

2つの iSCSI vNICがある場合は、ブートパラメータを変更する方を選択します。

ステップ 9 [Set iSCSI Boot Parameters]ダイアログボックスで、次のいずれかのフィールドの値を変更しま
す。

説明名前

ブートパラメータを設定している iSCSI vNICの名前。[Name]フィールド

関連する iSCSI認証プロファイルの名前。[Authentication Profile]ドロッ
プダウンリスト

すべての iSCSI vNICで使用可能な新しい iSCSI認証プロファ
イルを作成するには、このリンクをクリックします。

[Create Authentication Profile]リ
ンク

ステップ 10 [Initiator Name]領域で、次のフィールドに入力します。
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説明名前

iSCSIブートイニシエータ名の割り当て方法を選択します。
次の方法の中から 1つを選択してください。

• [Manual]：[Initiator Name]フィールドに名前を入力しま
す。イニシエータ名には、最大で 223文字まで使用でき
ます。

• [プール（Pools）]：IQN接尾辞プールを選択します。こ
のプールから名前が割り当てられます。

[Set iSCSI Boot Parameters]ダイアログボックスでイ
ニシエータ名を設定すると、サービスプロファイル

レベルではなく、iSCSI vNICレベルでイニシエータ
IQNが設定されます。複数のパスが設定されている
場合、[iSCSI vNICs]タブから、またはサービスプロ
ファイルの作成時に、イニシエータ IQNを設定する
必要があります。

（注）

必要に応じて、イニシエータ名を変更またはリセットできま

す。詳細については、サービスプロファイルレベルでのイニ

シエータ IQNの変更（24ページ）を参照してください。

[Initiator Name Assignment]ド
ロップダウンリスト

すべての iSCSI vNICで使用可能な新しい IQN接尾辞プールを
作成するには、このリンクをクリックします。

[IQNサフィックスプールの作
成（Create IQN Suffix Pool）]
リンク

iSCSIイニシエータ名を定義する正規表現。

任意の英数字および次の特殊文字を入力することができます。

• .（ピリオド）

•：（コロン）

• -（ダッシュ）

]Initiator Name]フィールド

ステップ 11 [Initiator IP Address Policy]ドロップダウンリストの選択を、次のいずれかに変更します。

説明オプション

システムがDHCPを使用してインターフェイスを自動的に選択しま
す。

[Select (DHCP used by
default)]

ステップ 13に進みます。

スタティック IPv4アドレスが、この領域に入力された情報に基づ
いて iSCSIブート vNICに割り当てられます。

Static

ステップ 12に進みます。
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説明オプション

IPv4アドレスが管理 IPアドレスプールから iSCSIブート vNICに
割り当てられます。

Pool

ステップ 13に進みます。

ステップ 12 [Initiator IP Address Policy]ドロップダウンリストで [Static]を選択した場合、次のフィールド
を入力するか変更してください。

説明名前

iSCSIブート vNICに割り当てられた IPv4アドレス。

このアドレスを指定する場合は、[Initiator IPAddress Policy]
ドロップダウンリストで [Static]を選択する必要がありま
す。

[IPv4 Address]フィールド

IPv4アドレスに関連付けられたサブネットマスク。[Subnet Mask]フィールド

IPv4アドレスに関連付けられたデフォルトゲートウェイ。[デフォルトゲートウェイ（Default
Gateway）]フィールド

プライマリ DNSサーバのアドレス。[プライマリDNS（PrimaryDNS）]
フィールド

セカンダリ DNSサーバのアドレス。[セカンダリDNS（Secondary
DNS）]フィールド

ステップ 13 iSCSIターゲットインターフェイスでは、次のいずれかのオプションボタンを選択します。

説明オプション

システムにより、設定する必要があるスタティックターゲット

インターフェイスが作成されます。

[iSCSI Static Target
Interface]

ステップ 14に進みます。

システムにより、自動ターゲットインターフェイスが作成され

ます。自動ターゲットがイニシエータとDHCPベンダー IDのど
ちらを使用するか指定する必要があります。

[iSCSI Auto Target
Interface]

ステップ 15に進みます。

ステップ 14 [iSCSI Static Target Interface]を選択した場合は、[Static Target Interface]テーブルで次のいずれ
かを実行します。

• iSCSIスタティックターゲットインターフェイスを追加するには、[Add]をクリックしま
す。iSCSIターゲットインターフェイスを変更するには、変更する iSCSIターゲットイン
ターフェイスを選択して [Modify]をクリックします。次に、[Create iSCSI Static Target]ダ
イアログボックスで、次のフィールドを入力または変更します。
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DescriptionName

A regular expression that defines the iSCSI Qualified Name (IQN)
or Extended Unique Identifier (EUI) name of the iSCSI target.

You can enter any alphanumeric characters as well as the following
special characters:

• . (period)

• : (colon)

• - (dash)

This name must be properly formatted using standard
IQN or EUI guidelines.

重要

The following examples show properly formatted iSCSI target
names:

• iqn.2001-04.com.example

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

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

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

• eui.02004567A425678D

iSCSI Target Name field

The system-assigned priority for the iSCSI target.Priority field

The port associated with the iSCSI target.

Enter an integer between 1 and 65535. The default is 3260.

Port field

The name of the associated iSCSI authentication profile.Authentication Profile
drop-down list

Click this link to create a new iSCSI authentication profile that
will be available to all iSCSI vNICs.

Create iSCSI Authentication
Profile link

The IPv4 address assigned to the iSCSI target.IPv4 Address field

The LUN identifier in the iSCSI target.LUN Id field

• iSCSIターゲットインターフェイスを削除するには、削除する iSCSIターゲットインター
フェイスを選択して [Delete]をクリックします。

2つの iSCSIスタティックターゲットがあり、優先順位 1位のターゲットを削除する
と、優先順位 2位のターゲットが優先順位 1位のターゲットになります。ただし、こ
のターゲットは、Cisco UCS Managerでは、引き続き優先順位 2位のターゲットとし
て表示されます。

（注）
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ステップ 15 [iSCSI Auto Target Interface]を選択した場合、[DHCP Vendor Id]フィールドのエントリをイニシ
エータ名または DHCPベンダー IDに変更します。イニシエータがすでに設定済みである必要
があります。ベンダー IDには、最大 32文字の英数字を指定できます。

ステップ 16 [OK]をクリックします。

IQN Pools
An IQN pool is a collection of iSCSI Qualified Names (IQNs) for use as initiator identifiers by iSCSI
vNICs in a Cisco UCSドメイン.

IQN pool members are of the form prefix:suffix:number, where you can specify the prefix, suffix, and a
block (range) of numbers.

An IQN pool can contain more than one IQN block, with different number ranges and different suffixes,
but sharing the same prefix.

IQNプールの作成

ほとんどの場合、最大 IQNサイズ（プレフィックス +サフィックス +追加文字）は 223文字
です。CiscoUCSNICM51KR-Bアダプタを使用する場合、IQNサイズを 128文字に制限する必
要があります。

（注）

手順

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

ステップ 2 [SAN] > [Pools]の順に展開します。

ステップ 3 プー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 [IQN Pools]を右クリックし、[Create IQN Suffix Pool]を選択します。

ステップ 5 [Create IQN Suffix Pool]ウィザードの [Define Name and Description]ページで、次のフィールド
に値を入力します。

説明フィールド

iSCSI修飾名（IQN）プールの名前。

この名前には、1～32文字の英数字を使用できます。-（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および（ピリ
オド）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは

使用できません。また、オブジェクトが保存された後にこの

名前を変更することはできません。

[Name]
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説明フィールド

プー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。

[Description]

このプール用に作成された任意の IQNブロックのプレフィク
ス。

1～ 150文字を入力します。任意の文字や数字、および次の
特殊文字を使用できます：.（ピリオド）、:（コロン）、-（ハ
イフン）。たとえば、iqn1.alpha.comを使用できます。

Prefix

次のいずれかになります。

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

• [Sequential]：CiscoUCSManagerはプールから最も小さい
使用可能な IDを選択します。

[Assignment Order]フィール
ド

ステップ 6 [Next]をクリックします。

ステップ 7 [Create IQN Suffix Pool]ウィザードの [Add IQN Blocks]ページで、[Add]をクリックします。

ステップ 8 [Create a Block of IQN Suffixes]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

iSCSI修飾名（IQN）のこのブロックの接尾辞。

1～ 64文字を入力します。任意の文字や数字、および次の特
殊文字を使用できます：.（ピリオド）、:（コロン）、-（ハ
イフン）。たとえば、alphadc-1を使用できます。

[Suffix]フィールド

ブロック内の最初の接尾辞番号。[From]フィールド

ブロック内の接尾辞の数。[Size]フィールド

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 [Finish]をクリックして、ウィザードを終了します。

次のタスク

IQNサフィックスプールはサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

サーバのブート

34

サーバのブート

IQNプールの作成



IQNプールへのブロックの追加

手順

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

ステップ 2 [SAN] > [Pools]の順に展開します。

ステップ 3 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 4 [IQN Pools]ノードを展開します。

ステップ 5 目的の IQNプールを右クリックし、[Create a Block of IQN Suffixes]を選択します。

ステップ 6 [Create a Block of IQN Suffixes]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

iSCSI修飾名（IQN）のこのブロックの接尾辞。

1～ 64文字を入力します。任意の文字や数字、および次の特
殊文字を使用できます：.（ピリオド）、:（コロン）、-（ハ
イフン）。たとえば、alphadc-1を使用できます。

[Suffix]フィールド

ブロック内の最初の接尾辞番号。[From]フィールド

ブロック内の接尾辞の数。[Size]フィールド

ステップ 7 [OK]をクリックします。

IQNプールからのブロックの削除
プールからアドレスブロックを削除すると、 Cisco UCS Managerはそのブロックの中の vNIC
またはvHBAに割り当てられたアドレスを再割り当てしません。削除されたブロックのすべて
の割り当て済みブロックは、次のいずれかが起きるまで、割り当てられた vNICまたは vHBA
に残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインで [SAN]をクリックします。
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ステップ 2 [SAN] > [Pools]の順に展開します。

ステップ 3 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 4 [IQN Pools]ノードを展開します。

ステップ 5 IQN接尾辞のブロックを削除する IQNプールを選択します。

ステップ 6 [Work]ペインで、[IQN Blocks]タブをクリックします。

ステップ 7 削除するブロックを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 8 [はい (Yes)]をクリックして削除を確認します。

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

IQNプールの削除
プールを削除した場合、Cisco UCS Managerは、に割り当てられたアドレスを再割り当てしま
せん。削除されたプールのすべての割り当て済みブロックは、次のいずれかが起きるまで、割

り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除された場合

•アドレスが割り当てられた vNICまたは vHBAが削除された場合

• vNICまたは vHBAが異なるプールに割り当てられた場合

手順

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

ステップ 2 [SAN] > [Pools]の順に展開します。

ステップ 3 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 4 [IQN Pools]ノードを展開します。

ステップ 5 削除するプールを右クリックして、[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。

LAN Boot
You can configure a boot policy to boot one or more servers from a centralized provisioning server on the
LAN. A LAN (or PXE) boot is frequently used to install operating systems on a server from that LAN
server.
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You can add more than one type of boot device to a LAN boot policy. For example, you could add a local
disk or virtual media boot as a secondary boot device.

ブートポリシー用 LANブートポリシー設定
サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブー

トポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービ

スプロファイルテンプレートに含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨

します。

ブートポリシーには複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、セカンダリ

ブートデバイスとしてローカルディスクや仮想メディアのブートを追加できます。

この手順は、ブートポリシーの作成（6ページ）から直接続いています。

手順

ステップ 1 下矢印をクリックして [vNICs]領域を展開します。

ステップ 2 [Add LAN Boot]リンクをクリックします。

ステップ 3 [Add LAN Boot]ダイアログボックスで、LANブートに使用する vNICの名前を [vNIC]フィー
ルドに入力して、[OK]をクリックします。

ステップ 4 次のどちらかを実行します。

• [Boot Order]テーブルに別のブートデバイスを追加します。

• [OK]をクリックして終了します。

次のタスク

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

ローカルデバイスブート
Cisco UCS Manager異なるローカルデバイスから起動することができます。

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

（注）
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ローカルディスクブート

サーバにローカルドライブがある場合、ブートポリシーを設定して、トップレベルのローカ

ルディスクデバイスまたは第 2レベルのデバイスのいずれかからサーバを起動できます。

• [Local LUN]：ローカルディスクまたはローカル LUNからの起動を有効にします。

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

• [SD card]：SDカードからの起動を有効にします。

• [Internal USB]：内部 USBからの起動を有効にします。

• [External USB]：外部 USBからの起動を有効にします。

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

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

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

に、[Add Local Disk]オプションを使用します。

（注）

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

（注）

仮想メディアブート

ブートポリシーを設定して、サーバからアクセスできる仮想メディアデバイスから 1つ以上
のサーバを起動できます。仮想メディアデバイスは、物理CD/DVDディスク（読み取り専用）
またはフロッピーディスク（読み取り書き込み）のサーバへの挿入を疑似的に実行します。こ

のタイプのサーバブートは、通常、サーバに手動でオペレーティングシステムをインストー

ルするために使用されます。

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

（注）

リモート仮想ドライブのブート

ブートポリシーを設定して、サーバからアクセスできるリモート仮想ドライブから1つ以上の
サーバを起動できます。
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NVMeのブート

リリース 3.2(1)以降、Cisco UCS Managerには NVMeデバイスをM5ブレードサーバやラック
サーバのブートポリシーに追加するオプションが備わっています。BIOSは、存在する NVMe
デバイスを列挙し、UEFI対応 OSがインストールされている最初の NVMeデバイスで起動し
ます。

Ciscoブート最適化M.2 RAIDコントローラ

4.0(4a)以降、Cisco UCS ManagerはMarvell 88SE92xx PCIeから SATA 6Gb/sコントローラ
(UCS-M2-HWRAID)を搭載した Ciscoブート最適化M.2コントローラをサポートしています。
BIOSは、このコントローラにインストールされているM.2 SATAドライブを列挙し、その後
前面パネルの SATAドライブが UEFI対応 OSがインストールされている最初の SATAデバイ
スから起動します。

ブートポリシー用ローカルディスクブートの設定

サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブー

トポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービ

スプロファイルテンプレートに含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨

します。

ブートポリシーには複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、セカンダリ

ブートデバイスとして SDカードのブートを追加できます。

この手順は、ブートポリシーの作成（6ページ）から直接続いています。

手順

ステップ 1 [ローカルデバイス (Local Devices)]領域を展開します。

ステップ 2 次のリンクのいずれかをクリックして、デバイスを [Boot Order]テーブルに追加します。

• [ローカルディスクの追加（Add Local Disk）]または

• [Add Local LUN]

• [Add Local JBOD (ローカル JBODの追加)]

• [Add SD Card]

• [Add Internal USB]

• [Add External USB]

• [Add Embedded Local LUN (内蔵ローカルLUNの追加)]

• [Add Embedded Local Disk (内蔵ローカルディスクの追加)]
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Cisco Boot最適化M. 2 RAIDコントローラ (HWRAID)が設定されている場合
は、[Add Embedded Local Disk (組み込みローカルディスクを追加)]ダイア
ログボックスで、[いずれか (Any)]を選択してディスクを追加します。[プラ
イマリ (Primary)]または [セカンダリ (Secondary)]を選択しないでください。

重要

強化されたブート順序を使用している Cisco UCS M3以降のブレードサーバとラック
サーバの場合、トップレベルと第 2レベルのどちらのブートデバイスも選択できま
す。

（注）

ステップ 3 次のどちらかを実行します。

• [Boot Order]テーブルに別のブートデバイスを追加します。

• [OK]をクリックして終了します。

次のタスク

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

ブートポリシー用仮想メディアブートの設定

サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブー

トポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービ

スプロファイルテンプレートに含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨

します。

ブートポリシーには複数のタイプのブートデバイスを追加できます。ローカルディスクブー

トをセカンダリブートデバイスとして追加できます。

仮想メディアでは、USBをイネーブルにする必要があります。USBの機能に影響するBIOS設
定を変更した場合は、仮想メディアにも影響します。したがって、最適なパフォーマンスを実

現するためには、次の USB BIOSをデフォルト設定のままにしておくことをお勧めします。

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

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

（注）

この手順は、ブートポリシーの作成（6ページ）から直接続いています。
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手順

ステップ 1 下矢印をクリックして [Local Devices]領域を展開します。

ステップ 2 次のリンクのいずれかをクリックして、デバイスを [Boot Order]テーブルに追加します。

• [Add CD/DVD]または

• [Add Local CD/DVD]

• [Add Remote CD/DVD]（ラックサーバの KVM CD/DVD用）

M5ブレードサーバを使用した設定で、ISOを KVMコンソールにマッピングしてい
る場合は、ブート順序には [Remote CD/DVD]のみを使用してください。

• [Add Floppy]または

• [Add Local Floppy]

• [Add Remote Floppy]

• [Add Remote Virtual Drive]

強化されたブート順序を使用している Cisco UCS M3以降のブレードサーバとラック
サーバの場合、トップレベルと第 2レベルのどちらのブートデバイスも選択できま
す。

（注）

ステップ 3 次のどちらかを実行します。

• [Boot Order]テーブルに別のブートデバイスを追加します。

• [OK]をクリックして終了します。

次のタスク

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

ブートポリシー用 NVMeブートの設定
サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブー

トポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービ

スプロファイルテンプレートに含むことのできるグローバルなブートポリシーの作成を推奨

します。

ブートポリシーには複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、セカンダリ

ブートデバイスとして SDカードのブートを追加できます。

この手順は、ブートポリシーの作成（6ページ）から直接続いています。
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手順

ステップ 1 下矢印をクリックして [Local Devices]領域を展開します。

ステップ 2 [Add NVMe]をクリックし、デバイスを [Boot Order]テーブルに追加します。

NVMeブートポリシーは、[Uefi]ブートモードでのみ使用できます。（注）

ステップ 3 次のどちらかを実行します。

• [Boot Order]テーブルに別のブートデバイスを追加します。

• [OK]をクリックして終了します。

次のタスク

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートに含めます。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

vMediaサービスプロファイルへのブートポリシーの追加
この手順では、[Create Service Profile (expert)]ウィザードの [Server Boot Order]ページで、vMedia
のブートポリシーのオプションを設定する方法について説明します。

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。
[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。
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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。

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サフィックスプールを作成する
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。

詳細については、UUID接尾辞プールの作成を参照してください。

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 [Create Service Profile (expert)]に移動し、[Server Boot Order]をクリックします。
[Boot Policy]ペインが表示されます。
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ステップ 12 [Boot Policy]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デフォルトのブートポリシーを割り

当てます。

Select Boot Policy to use

ステップ 13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

カルブートポリシーを作成できます。

[Create a Specific Boot
Policy]

サービスプロファイルに既存のブート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、Cisco UCS Managerでポリシーの
詳細が表示されます。

Boot 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 Boot
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 13 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ブートポリシー

を作成したら、[Boot Policy]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 14 [Next]をクリックします。

次のタスク

サービスプロファイルを Cisco UCSサーバに関連付けます。

ブートポリシーの削除

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 [Boot 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。
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UEFI Boot Parameters
UEFI boot mode for servers is dependent on information that is stored on the platform hardware. The boot
entry, which contains information about the UEFI OS boot loader, is stored in the BIOS flash of the server.
In Cisco UCS Manager releases earlier than Release 2.2(4), when a service profile is migrated from one
server to another server, the boot loader information is not available on the destination server. Hence, the
BIOS cannot load the boot loader information for the server to boot in UEFI boot mode.

Cisco UCSMRelease 2.2(4) introduces UEFI boot parameters to provide the BIOSwith information about
the location of the UEFI OS boot loader on the destination server from where the BIOS loads it. Now, the
server can use the boot loader information and boot in UEFI boot mode.

UEFIブートパラメータに関する注意事項と制約事項
•ブートモードが UEFIの場合のみ、UEFIブートパラメータを設定できます。

• CiscoUCSManagerをリリース2.2(4)以降にアップグレードする場合は、サービスプロファ
イルの移行中にUEFIブートが失敗しても自動的に処理されません。UEFI対応OSで正常
にブートするには、ターゲットデバイスでUEFIブートパラメータを明示的に作成してお
く必要があります。

• UEFIブートパラメータは、セカンドレベルのブート順序をサポートする、M3以降のす
べてのサーバでサポートされています。

•次のデバイスタイプの UEFIブートパラメータを指定できます。

• SAN LUN

• ISCSI LUN

•ローカル LUN

• UEFIブートパラメータは各オペレーティングシステム固有のパラメータです。次のオペ
レーティングシステムの UEFIブートパラメータを指定できます。

• VMware ESX

• SUSE Linux

• Microsoft Windows

• Red Hat Enterprise Linux 7

UEFIブートパラメータの設定

始める前に

ブートポリシーの [Boot Mode]が [Uefi]であることを確認します。
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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 [Boot Policies]を展開し、UEFIブートパラメータを設定するブートポリシーを選択します。

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

ステップ 5 LUNの UEFIブートパラメータを設定するには、[Boot Order]領域の LUNを選択し、[Set Uefi
Boot Parameters]をクリックします。

ローカル LUN、SAN LUN、iSCSI LUNに対してのみ UEFIブートパラメータを設定
できます。

重要

ステップ 6 [Set Uefi Boot Parameters]ダイアログボックスで、次の情報を入力します。

説明フィールド

ブートローダの名前を指定します。これは必須フィールドです。[Boot Loader Name]

例：grub.efi

ブートローダがある場所のパスを指定します。これは必須フィー

ルドです。ブートローダの名前をこのフィールドに入力しない

でください。パスだけを指定する必要があります。

[Boot Loader Path]

例：\EFI\RedHat

ブートローダの詳細です。これは、F6ブートメニューに表示さ
れる可読形式の名前です。

[Boot Loader Description]

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 [Save Changes]をクリックします。

UEFIブートパラメータの変更

始める前に

ブートポリシーの [Boot Mode]が [Uefi]であることを確認します。

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 [Boot Policies]を展開し、UEFIブートパラメータを変更するブートポリシーを選択します。
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ステップ 4 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 5 UEFIブートパラメータを使用して、LUNの UEFIブートパラメータを変更するには、[Boot
Order]領域で LUNを選択し、[Modify Uefi Boot Parameters]をクリックします。

ローカル LUN、SAN LUN、および iSCSI LUNに対してのみ UEFIブートパラメータ
を設定できます。

重要

ステップ 6 [Modify Uefi Boot Parameters]ダイアログボックスで、次の情報を入力します。

説明フィールド

ブートローダの名前を指定します。これは必須フィール

ドです。

[Boot Loader Name]

ブートローダがある場所のパスを指定します。これは必

須フィールドです。

[Boot Loader Path]

ブートローダの詳細です。[Boot Loader Description]

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 [Save Changes]をクリックします。
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