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はじめに
この前書きは、次の項で構成されています。
• 対象読者, xiii ページ
• 表記法, xiii ページ
• このリリースの新規情報および変更情報, xv ページ
• Cisco UCS の関連ドキュメント, xviii ページ

対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任を持ち、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
テキストのタイプ

用途

GUI 要素

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

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
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表記法

テキストのタイプ

用途

TUI 要素

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

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

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

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符を使用しませ
ん。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このドキュメント以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。 ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。
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はじめに
このリリースの新規情報および変更情報

ワンポイント アドバイス

警告

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

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

このリリースの新規情報および変更情報
次の表に、最新リリースに関するこのガイドでの重要な変更点の概要を示します。 ただし、この
リリースに関するコンフィギュレーション ガイドの変更点や新機能の中には一部、この表に記載
されていないものもあります。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
Cisco Integrated Management Controller ソフトウェア リリース 1.5(4) の新機能と重要な動作の変更点
Cisco Integrated Management Controller リリース 1.5 のリリース ノートが次の場所に用意されていま
す。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10739/prod_release_notes_list.html
機能

説明

参照先

変更された CIMC ポート設定。 CIMC 専用ネットワーク ポート ネットワーク関連の設定, （87
における自動ネゴシエーション ページ）
およびデュプレックス モード
の設定がサポートされます。
単一のハイパーバイザ（HV） CIMC では、単一ハイパーバイ サーバの管理, （15 ページ）
パーティション構成のサポー ザ（HV）パーティション構成
ト。
として SD ストレージが使用可
能です。
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はじめに
このリリースの新規情報および変更情報

Cisco Integrated Management Controller ソフトウェア リリース 1.5(3) の新機能と重要な動作の変更点
Cisco Integrated Management Controller リリース 1.5 のリリース ノートが次の場所に用意されていま
す。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10739/prod_release_notes_list.html
機能

説明

参照先

BIOS トークン

次の新しいトークンが追加され サーバ モデルごとの BIOS パラ
ました。
メータ, （219 ページ）
• アウトオブバンド管理ポー
ト
• オンボード SCU ストレー
ジ SW スタック

Cisco Integrated Management Controller ソフトウェア リリース 1.5(2) の新機能と重要な動作の変更点
Cisco Integrated Management Controller リリース 1.5 のリリース ノートが次の場所に用意されていま
す。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10739/prod_release_notes_list.html
機能

説明

参照先

ファン ポリシー

CIMC を介してサーバのファン サーバの管理, （15 ページ）
ポリシーを設定できます。

DHCP-enhanced 登録

サーバホスト名の変更のサポー サーバの管理, （15 ページ）
ト

LDAP

サポートが拡張されて、RedHat ユーザ アカウントの管理, （
Directory Server、Novell
77 ページ）
eDirectory、OpenLDAP、
Microsoft Active Directory、およ
び Oracle OpenDS が含まれるよ
うになりました。

Cisco usNIC

Cisco VIC 1225 および 1225T ア ネットワーク アダプタの管理,
ダプタを使用した低遅延オープ （101 ページ）
ン MPI アプリケーション用の
Cisco usNIC サポート
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はじめに
このリリースの新規情報および変更情報

Cisco Integrated Management Controller ソフトウェア リリース 1.5(1) の新機能と重要な動作の変更点
Cisco Integrated Management Controller リリース 1.5 のリリース ノートが次の場所に用意されていま
す。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10739/prod_release_notes_list.html
機能

説明

参照先

拡張された障害レポート

CIMC UI での障害レポート機能が 障害およびログの表示, （
拡張されました。
201 ページ）

デュアル SD カードおよび Cisco デュアル SD カード設定のサポー サーバの管理, （15 ペー
Flexible Flash カード
ト、および Cisco Flexible Flash カー ジ）
ドを使った高度な設定オプション。
Nvidia GPU 情報

Nvidia GPU カード情報の表示のサ サーバのプロパティの表示,
ポート
（47 ページ）

ストレージ アダプタ

ストレージ アダプタの設定作業の ネットワーク アダプタの管
サポートが追加されました
理, （101 ページ）

NTP 設定

ネットワーク タイム プロトコルの ネットワーク関連の設定,
サポート
（87 ページ）

vNIC

vNIC での iSCSI ブート機能のサ
ポート

仮想メディア

ネットワークマウントされた
リモート プレゼンスの管
vmedia ボリュームの設定のサポー 理, （65 ページ）
ト

拡張された SNMP 機能

拡張された SNMPv3 および SNMP コミュニケーション サービ
トラップ コンフィギュレーション スの設定, （165 ページ）
は、ユーザ インターフェイスに再
配置されました。

XML API

XML API による CIMC 制御の追加 コミュニケーション サービ
サポート。
スの設定, （165 ページ）

ネットワーク アダプタの管
理, （101 ページ）
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Cisco UCS の関連ドキュメント

Cisco UCS の関連ドキュメント
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc で入手できる『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
その他のマニュアル リソース
B シリーズと C シリーズのすべてのドキュメントが格納された ISO ファイルは、次の URL から入
手できます。http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821。この
ページで、[Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap Bundle] をクリックします。
ISO ファイルは、ドキュメントのメジャー リリースの後に更新されます。
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。
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1

章

概要
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバの概要, 1 ページ
• サーバ ソフトウェアの概要, 2 ページ
• Cisco Integrated Management Controller, 2 ページ
• CIMC CLI, 4 ページ

Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバの概要
Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバには、次のモデルがあります。
• Cisco UCS C200 ラックマウント サーバ
• Cisco UCS C210 ラックマウント サーバ
• Cisco UCS C220 ラックマウント サーバ
• Cisco UCS C240 ラックマウント サーバ
• Cisco UCS C250 ラックマウント サーバ
• Cisco UCS C260 ラックマウント サーバ
• Cisco UCS C460 ラックマウント サーバ

（注）

どの Cisco UCS C シリーズ ラック マウント サーバがこのファームウェア リリースでサポート
されているかを判断するには、関連するリリース ノートを参照してください。 C シリーズの
リリース ノートは次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10739/prod_
release_notes_list.html
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概要
サーバ ソフトウェアの概要

サーバ ソフトウェアの概要
Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバには CIMC ファームウェアが付属しています。
CIMC ファームウェア
CIMC は、マザーボードに組み込まれている独立した管理モジュールです。 専用の ARM ベース
のプロセッサが（メイン サーバ CPU から独立して）CIMC ファームウェアを実行します。 シス
テムには、現行バージョンの CIMC ファームウェアが付属しています。 CIMC ファームウェアは
更新可能ですが、初期インストールは必要ありません。
サーバ OS
Cisco UCS C シリーズ ラック サーバは、Windows、Linux、Oracle などのオペレーティング システ
ムをサポートします。サポートされているオペレーティングシステムの詳細については、スタン
ドアロン C シリーズ サーバのハードウェアおよびソフトウェア相互運用性（http://www.cisco.com/
en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html）を参照してください。 KVM コンソール
および vMedia を使用してサーバに OS をインストールするために、CIMC を使用できます。

（注）

使用可能な OS のインストール マニュアルには、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc の『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』からアクセスできます。

Cisco Integrated Management Controller
CIMC は、C シリーズ サーバ用の管理サービスです。 CIMC はサーバ内で動作します。

（注）

CIMC 管理サービスは、サーバがスタンドアロン モードで動作している場合にのみ使用しま
す。 C シリーズ サーバが UCS システムに統合されている場合は、UCS Manager を使用してそ
のサーバを管理する必要があります。 UCS Manager の使用方法については、http://www.cisco.com/
go/unifiedcomputing/b-series-doc の『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』に記載
されている設定ガイドを参照してください。

管理インターフェイス
Web ベースの GUI または SSH ベースの CLI を使用して、サーバにアクセスし、サーバを設定、
管理、モニタできます。 ほとんどすべてのタスクは、これらのインターフェイスのいずれでも実
行できます。また、一方のインターフェイスで実行されたタスクの結果は、もう一方のインター
フェイスにも表示されます。 ただし、次の操作はできません。
• CIMC GUI を使用して CIMC CLI を呼び出す
• CIMC CLI で呼び出したコマンドを CIMC GUI に表示する
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概要
Cisco Integrated Management Controller

• CIMC GUI から CIMC CLI の出力を生成する
CIMC で実行可能なタスク
CIMC を使用すると次のサーバ管理タスクを実行できます。
• サーバの電源オン、電源オフ、電源の再投入、リセット、およびシャットダウン
• ロケータ LED を切り替え
• サーバのブート順を設定
• サーバのプロパティとセンサーの表示
• リモート プレゼンスの管理
• ローカル ユーザ アカウントを作成して管理し、Active Directory によるリモート ユーザの認
証をイネーブルにする
• NIC プロパティ、IPv4、VLAN、ネットワーク セキュリティなど、ネットワーク関連の設定
• HTTP、SSH、IPMI Over LAN などの通信サービスの設定
• 証明書の管理
• プラットフォーム イベント フィルタの設定
• CIMC ファームウェアの更新
• 障害、アラーム、およびサーバのステータスをモニタリング
オペレーティング システムやアプリケーションのプロビジョニングや管理はできない
CIMC はサーバのプロビジョニングを行うため、サーバのオペレーティング システムの下に存在
します。したがって、サーバでオペレーティングシステムやアプリケーションのプロビジョニン
グや管理を行うために CIMC を使用することはできません。 たとえば、次の操作を実行すること
はできません。
• Windows や Linux などの OS の展開
• OS やアプリケーションなどのソフトウェアに対するパッチの展開
• アンチウイルス ソフトウェア、モニタリング エージェント、バックアップ クライアントな
どのベース ソフトウェア コンポーネントのインストール
• データベース、アプリケーション サーバ ソフトウェア、Web サーバなどのソフトウェア ア
プリケーションのインストール
• Oracle データベースの再起動、プリンタ キューの再起動、または CIMC 以外のユーザ アカウ
ントの処理を含むオペレータ処理の実行
• SAN や NAS ストレージ上の外部ストレージの設定または管理
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概要
CIMC CLI

CIMC CLI
CIMC CLI は、Cisco UCS C シリーズ サーバのコマンドライン管理インターフェイスです。 SSH
または Telnet を使用し、ネットワークを介して CIMC CLI を起動し、サーバを管理できます。 デ
フォルトでは、Telnet アクセスはディセーブルになります。
CLI のユーザ ロールは、admin、user（制御は可能、設定は不可）、および read-only のいずれかに
なります。

（注）

admin パスワードが失われたために回復する必要がある場合には、ご使用のプラットフォーム
の Cisco UCS C シリーズ サーバ インストールおよびサービス ガイドを参照してください。

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

（注）

ほとんどのコマンド モードは、管理対象オブジェクトに関連付けられています。 scope コマン
ドを実行すると、管理対象オブジェクトは作成されず、管理対象オブジェクトがすでに存在す
るモードにアクセスできるだけです。
各モードには、そのモードで入力できるコマンドのセットが含まれています。 各モードで使用で
きるほとんどのコマンドは、関連付けられた管理対象オブジェクトに関係しています。 割り当て
られているロールによっては、あるモードで使用できるコマンドのサブセットにしかアクセスで
きない場合があります。アクセスできないコマンドは非表示になります。
各モードの CLI プロンプトには、モード階層における現在のモードまでのフルパスが表示されま
す。これにより、コマンドモード階層での現在位置がわかりやすくなります。また、階層内を移
動する必要がある場合には、非常に便利な機能です。
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概要
コマンド モード

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

アクセスするコマンド

EXEC

任意のモードから top コマンド #

bios

モード プロンプト

EXEC モードから scope bios コ /bios #
マンド

advanced

BIOS モードから scope
advanced コマンド

main

BIOS モードから scope main コ /bios/main #
マンド

server-management

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

/bios/server-management #

certificate

EXEC モードから scope
certificate コマンド

/certificate #

chassis

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

adapter

/bios/advanced #

シャーシ モードから scope
adapter index コマンド

/chassis/adapter #

host-eth-if

アダプタ モードから scope
host-eth-if コマンド

/chassis/adapter/host-eth-if #

host-fc-if

アダプタ モードから scope
host-fc-if コマンド

/chassis/adapter/host-fc-if #

port-profiles

アダプタ モードから scope
port-profiles コマンド

/chassis/adapter/port-profiles #

vmfex

アダプタ モードから scope
vmfex index コマンド

/chassis/adapter/vmfex #

dimm-summary

flexflash

/chassis/dimm-summary #
シャーシ モードから scope
dimm-summary index コマンド
/chassis/flexflash #
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概要
コマンド モード

モード名

アクセスするコマンド

モード プロンプト

シャーシ モードから scope
flexflash index コマンド
operational-profiles

storageadapter

flexflash モードから scope
operational-profile コマンド

/chassis/flexflash/operational-profile
#

シャーシ モードから scope
storageadapter slot コマンド

/chassis/storageadapter #

physical-drive

storageadapter モードから scope /chassis/storageadapter/physical-drive
#
physical-drive コマンド

virtual-drive

storageadapter モードから scope /chassis/storageadapter/virtual-drive
#
virtual-drive コマンド

cimc

EXEC モードから scope cimc コ /cimc #
マンド

firmware

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

import-export

cimc モードから scope
import-export コマンド

log

cimc モードから scope log コマ /cimc/log #
ンド

server

network

ipblocking

tech-support

fault

pef

ログ モードから scope server
index コマンド

/cimc/import-export #

/cimc/log/server #

cimc モードから scope network /cimc/network #
コマンド
ネットワーク モードから scope /cimc/network/ipblocking #
ipblocking コマンド
cimc モードから scope
tech-support コマンド

/cimc/tech-support #

EXEC モードから scope fault コ /fault #
マンド
障害モードから scope pef コマ /fault/pef #
ンド
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コマンド モード

モード名

アクセスするコマンド

モード プロンプト

http

EXEC モードから scope http コ /http #
マンド

ipmi

EXEC モードから scope ipmi コ /ipmi #
マンド

kvm

EXEC モードから scope kvm コ /kvm #
マンド

ldap

EXEC モードから scope ldap コ /ldap #
マンド

role-group

ldap モードから scope role-group /ldap/role-group #
コマンド

power-cap

EXEC モードから scope
power-cap コマンド

sel

EXEC モードから scope sel コマ /sel #
ンド

sensor

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

snmp

EXEC モードから scope snmp
コマンド

/snmp #

trap-destinations

snmp モードから scope
trap-destinations コマンド

/snmp/trap-destinations #

v3users

snmp モードから scope v3users /snmp/v3users #
コマンド

/power-cap #

sol

EXEC モードから scope sol コマ /sol #
ンド

ssh

EXEC モードから scope ssh コ
マンド

/ssh #

user

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

/user #

user-session

/user-session #
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概要
コマンドの実行

モード名

アクセスするコマンド

モード プロンプト

EXEC モードから scope
user-session session-number コマ
ンド
vmedia

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

xmlapi

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

コマンドの実行
任意のモードで Tab キーを使用すると、コマンドを実行できます。 コマンド名の一部を入力して
Tab を押すと、コマンド全体が表示されるか、または別のキーワードを選択するか引数値を入力
する必要があるところまで表示されます。

コマンド履歴
CLI では、現在のセッションで使用したすべてのコマンドが保存されます。 上矢印キーまたは下
矢印キーを使用すると、これまでに使用したコマンドを 1 つずつ表示できます。 上矢印キーを押
すと履歴内の直前のコマンドが、下矢印キーを押すと履歴内の次のコマンドが表示されます。 履
歴の最後に到達すると、下矢印キーを押しても次のコマンドが表示されなくなります。
履歴内のすべてのコマンドは、履歴を 1 つずつ表示して目的のコマンドを再度呼び出し、Enter を
押すだけでもう一度実行することができます。 このコマンドは手動で入力したように表示されま
す。 また、コマンドを再度呼び出した後、Enter を押す前にコマンドを変更することもできます。

保留コマンドのコミット、廃棄、および表示
CLI でコンフィギュレーション コマンドを入力する場合、commit コマンドを入力するまで、その
コマンドは適用されません。コミットされるまで、コンフィギュレーションコマンドは保留状態
となり、discard コマンドを入力して廃棄できます。 保留中のコマンドについては、アスタリスク
（*）がコマンド プロンプトの前に表示されます。 この例に示すように、commit コマンドを入力
するとそのアスタリスクは消えます。
Server# scope chassis
Server /chassis # set locator-led off
Server /chassis *# commit
Server /chassis #

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

複数のコマンドをまとめてコミットするのは、アトミック操作ではありません。 失敗したコ
マンドがあっても、成功したコマンドは適用されます。 失敗したコマンドはエラー メッセー
ジで報告されます。

コマンド出力形式
ほとんどの CLI show コマンドでは、オプションの detail キーワードを指定でき、出力情報は表で
はなくリスト形式で表示されます。 detail キーワードを使用すると、出力情報を表示するための
2 つの表示形式のいずれかを設定できます。 次の形式を選択できます。
• Default：簡単に確認できるよう、コマンド出力はコンパクト リストで表示されます。
次に、デフォルト形式のコマンド出力例を示します。
Server /chassis # set cli output default
Server /chassis # show hdd detail
Name HDD_01_STATUS:
Status : present
Name HDD_02_STATUS:
Status : present
Name HDD_03_STATUS:
Status : present
Name HDD_04_STATUS:
Status : present
Server /chassis #

• YAML：スクリプトによる解析を簡単に行うため、コマンド出力は、定義された文字列で区
切られた YAML（YAML Ain't Markup Language）データ シリアル化言語で表示されます。
次に、YAML 形式のコマンド出力例を示します。
Server /chassis # set cli output yaml
Server /chassis # show hdd detail
--name: HDD_01_STATUS
hdd-status: present
--name: HDD_02_STATUS
hdd-status: present
--name: HDD_03_STATUS
hdd-status: present
--name: HDD_04_STATUS
hdd-status: present
...
Server /chassis #

YAML の詳細については、http://www.yaml.org/about.html を参照してください。
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ほとんどの CLI コマンド モードで、set cli output default を入力してデフォルト形式を設定する
か、set cli output yaml を入力して YAML 形式を設定することができます。

CLI に関するオンラインヘルプ
疑問符（?）文字を入力すれば、いつでも コマンド構文の現在の状態で使用可能なオプションが表
示されます。
プロンプトに何も入力されていない状態で ? を入力すると、 そのときのモードで使用できるコマ
ンドがすべて表示されます。 コマンドの一部が入力されているときに ? と入力すると、 コマンド
構文のそのときの位置で使用できるキーワードと引数がすべて表示されます。
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章

サーバ OS のインストール
この章は、次の内容で構成されています。
• OS のインストール方法, 11 ページ
• KVM コンソール, 11 ページ
• PXE インストール サーバ, 12 ページ
• USB ポートからのオペレーティング システムの起動, 13 ページ

OS のインストール方法
C シリーズ サーバは、複数のオペレーティング システムをサポートしています。 インストールさ
れている OS に関係なく、次のいずれかのツールを使用してサーバにインストールできます。
• KVM コンソール
• PXE インストール サーバ

KVM コンソール
KVM コンソールは CIMC からアクセス可能なインターフェイスであり、サーバへのキーボード、
ビデオ、マウス（KVM）の直接接続をエミュレートします。 KVM コンソールを使用すると、リ
モートの場所からサーバに接続できます。
サーバに物理的に接続された CD/DVD ドライブまたはフロッピー ドライブを使用する代わりに、
KVM コンソールは仮想メディアを使用します。これは、仮想 CD/DVD ドライブまたはフロッピー
ドライブにマップされる実際のディスク ドライブまたはディスク イメージ ファイルです。 次の
いずれでも仮想ドライブにマップできます。
• コンピュータ上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• コンピュータ上のディスク イメージ ファイル（ISO または IMG ファイル）
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• コンピュータ上の USB フラッシュ ドライブ
• ネットワーク上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• ネットワーク上のディスク イメージ ファイル（ISO または IMG ファイル）
• ネットワーク上の USB フラッシュ ドライブ
KVM コンソールを使用してサーバに OS をインストールできます。

（注）

KVM コンソールは、GUI を介してのみ操作できます。 KVM コンソールを起動する方法につ
いては、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management Controller GUI Configuration Guide』
の手順を参照してください。

KVM コンソールを使用した OS のインストール
KVM コンソールは GUI によってのみ操作されるため、CLI を使用してサーバ OS をインストール
することはできません。 KVM コンソールを使用して OS をインストールするには、『Cisco UCS
C-Series Servers Integrated Management Controller GUI Configuration Guide』の「Installing an OS Using
the KVM Console」の項の手順に従います。

（注）

Linux、VMware、および Windows のインストールの詳細なガイドについては、次の URL を参
照してください。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_installation_and_
configuration_guides_list.html

PXE インストール サーバ
Preboot Execution Environment（PXE）インストール サーバを使用すると、クライアントはリモー
トの場所から OS をブートおよびインストールできます。 この方法を使用するには、PXE 環境が
設定されていて、VLAN（通常は専用のプロビジョニング VLAN）で使用できるようになってい
る必要があります。 さらに、サーバがネットワークからブートするように設定されている必要が
あります。 サーバは、ブートすると、PXE 要求をネットワーク経由で送信します。 PXE インス
トール サーバは、この要求に応答確認し、サーバに OS をインストールするイベントのシーケン
スを開始します。
PXE サーバは、インストール ディスク、ディスク イメージ、またはスクリプトを使用して、OS
をインストールできます。 また、独自のディスク イメージを使用して、OS、追加コンポーネン
ト、またはアプリケーションをインストールすることもできます。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リ
リース 1.5
12

OL-28993-03-J

サーバ OS のインストール
PXE インストール サーバを使用した OS のインストール

（注）

PXE インストールは、多数のサーバに OS をインストールする場合に効率のよい方法です。 た
だし、この方法を使用するには PXE 環境をセットアップする必要があることを考えると、他
のインストール方法を使用する方が簡単な場合があります。

PXE インストール サーバを使用した OS のインストール
はじめる前に
• VLAN 経由でサーバに到達できることを確認します。
• OS をインストールするには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順
ステップ 1

PXE のブート順を最初に設定します。

ステップ 2

サーバをリブートします。
VLAN で PXE インストール サーバを使用できる場合は、サーバが再起動するとインストール プ
ロセスが開始します。 通常、PXE インストールは自動化されており、追加のユーザ入力を必要と
しません。 残りのインストール プロセスについては、インストールしている OS のインストレー
ション ガイドを参照してください。

次の作業
OS のインストールが完了したら、LAN のブート順を元の設定にリセットします。

USB ポートからのオペレーティング システムの起動
すべての Cisco UCS C シリーズ サーバでは、サーバ上の任意の USB ポートからオペレーティング
システムを起動できます。 ただし、USB ポートから OS を起動する前に、いくつかのガイドライ
ンを考慮する必要があります。
• ブート順序の設定を保持するために、内部 USB ポートを使って OS を起動することをお勧め
します。
• USB ポートから OS を起動する前に、そのポートを有効にしておく必要があります。
デフォルトでは、USB ポートは無効になっています。 USB ポートを無効化している場合、
そこから OS を起動する前に有効にする必要があります。 無効化された USB ポートを有効に
する方法については、サーバ固有のインストールおよびサービス ガイドにある『内部 USB
ポートの有効化または無効化』のトピックを参照してください。次のリンクを利用できま
す。
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http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/prod_installation_guides_list.html.
• USB ポートから OS を起動した後、その USB ソースからサーバが毎回ブートするよう、下位
レベルのブート順序を設定する必要があります。
ブート順序の設定については、 サーバのブート順の設定, （18 ページ）を参照してくださ
い。
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章

サーバの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• DHCP のユーザ フレンドリー機能の概要, 15 ページ
• ロケータ LED の切り替え, 16 ページ
• ハード ドライブのロケータ LED の切り替え, 16 ページ
• サーバのブート順の管理, 17 ページ
• サーバのリセット, 19 ページ
• サーバのシャットダウン, 20 ページ
• サーバの電源管理, 21 ページ
• 電源ポリシーの設定, 23 ページ
• ファン ポリシーの設定, 28 ページ
• Flexible Flash コントローラの管理, 31 ページ
• BIOS の設定, 40 ページ
• サーバ コンポーネントのファームウェアの更新, 45 ページ

DHCP のユーザ フレンドリー機能の概要
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP） 拡張機能では、ホスト名が DHCP パケットに追加さ
れており、DHCP サーバ側でこれを解釈または表示できます。 ホスト名は DHCP パケットのオプ
ション フィールドに追加され、（最初に DHCP サーバに送信される）DHCP DISCOVER パケット
で送信されます。
サーバのデフォルト ホスト名が ucs-c2XX から CXXX-YYYYYY に変更されます。 XXX はサーバ
のモデル番号、YYYYYY はシリアル番号です。 この一意の文字列はクライアント ID として機能
し、DHCP サーバから CIMC にリースされる IP アドレスを追跡してマッピングするうえで役立ち
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ます。サーバのステッカーまたはラベルとしてデフォルトシリアル番号が製造者から提供され、
サーバを物理的に識別するうえで役立ちます。

ロケータ LED の切り替え
はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # set locator-led {on シャーシ ロケータ LED をイネーブルまた
| off}
はディセーブルにします。

ステップ 3

Server /chassis # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、シャーシ ロケータ LED をディセーブルにして、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
Server# scope chassis
Server /chassis # set locator-led off
Server /chassis *# commit
Server /chassis #

ハード ドライブのロケータ LED の切り替え
はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server/chassis # scope hdd

ハード ディスク ドライブ（HDD）コマンド
モードを開始します。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

Server /chassis/hdd # set
locateHDD drivenum {1 | 2}

ここで、drivenum は、ロケータ LED を設定す
るハード ドライブの番号です。 値 1 は LED が
点灯し、値 2 は LED が消灯します。

次に、HDD 2 のロケータ LED を点灯する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope hdd
Server /chassis/hdd # locateHDD 2 1
HDD Locate LED Status changed to 1
Server /chassis/hdd # show
Name
Status
-------------------- -------------------HDD1_STATUS
present
HDD2_STATUS
present
HDD3_STATUS
absent
HDD4_STATUS
absent

LocateLEDStatus
-------------------TurnOFF
TurnON
TurnOFF
TurnOFF

Server /chassis/hdd #

サーバのブート順の管理
サーバのブート順
CIMC を使用して、使用可能なブート デバイス タイプからサーバがブートを試行する順序を設定
できます。
ブート順の設定を変更すると、CIMC は、サーバが次にリブートされるときに、設定されたブー
ト順を BIOS に送信します。 新しいブート順を実装するには、設定の変更後にサーバをリブート
します。新しいブート順は以降のリブートで反映されます。設定されたブート順は、設定が再度
変更されるまで再送信されません。

（注）

次のいずれかの条件が発生すると、実際のブート順は設定されたブート順と異なります。
• 設定されたブート順を使用してブートしようとしたときに BIOS で問題が発生した。
• ユーザが BIOS でブート順を直接変更した。
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サーバのブート順の設定
（注）

ホストが BIOS 電源投入時自己診断テスト（POST）を実行している間は、ブート順を変更し
ないでください。

はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

bios コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # set boot-order
device1[,device2[,device3
[,device4[,device5]]]]

ブートデバイスオプションと順序を指定します。
次の 1 つ以上を選択できます。
• cdrom：ブート可能な CD-ROM
• fdd：フロッピーディスク ドライブ
• hdd：ハード ディスク ドライブ
• pxe：PXE ブート
• efi：Extensible Firmware Interface

ステップ 3

Server /bios # commit

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。

新規のブート順は、次の BIOS のブートで使用されます。
次に、ブート順を設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
Server# scope bios
Server /bios # set boot-order hdd,cdrom,fdd,pxe,efi
Server /bios *# commit
Server /bios # show detail
BIOS:
Boot Order: HDD,CDROM,FDD,PXE,EFI
Server /bios #

次の作業
サーバを再起動して、新しいブート順でブートします。
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実際のサーバのブート順の表示
サーバの実際のブート順とは、サーバが最後にブートされたときに BIOS によって実際に使用さ
れたブート順です。 実際のブート順は、CIMC で設定されたブート順とは異なる場合があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

bios コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # show
actual-boot-order [detail]

サーバが最後に起動したときに実際にBIOS
で使用されたブート順序を表示します。

次の例では、最後のブートの実際のブート順序を表示します。
Server# scope bios
Server /bios # show actual-boot-order
Boot Order
-----------1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Type
------------------------CD/DVD
CD/DVD
Network Device (PXE)
Network Device (PXE)
Network Device (PXE)
Network Device (PXE)
Network Device (PXE)
Network Device (PXE)
Internal EFI Shell
FDD
FDD

Boot Device
----------------------------------CD-ROM
Cisco
Virtual CD/DVD 1.18
Cisco NIC 23:0.0
MBA v5.0.5 Slot 0100
MBA v5.0.5 Slot 0101
MBA v5.0.5 Slot 0200
MBA v5.0.5 Slot 0201
Cisco NIC 22:0.0
Internal EFI Shell
Cisco
Virtual HDD
1.18
Cisco
Virtual Floppy 1.18

Server /bios #

サーバのリセット
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバをリ
セットしないでください。

はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # power hard-reset

確認プロンプトの後に、サーバがリセッ
トされます。

次に、サーバをリセットする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # power hard-reset
This operation will change the server's power state.
Continue?[y|N]

サーバのシャットダウン
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバを
シャットダウンしないでください。

はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # power shutdown

サーバをシャットダウンします。

次に、サーバをシャットダウンする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # power shutdown
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サーバの電源管理
サーバの電源投入
（注）

重要

サーバの電源が CIMC 経由以外の何らかの方法でオフにされた場合、サーバは電源をオンにし
てもすぐにはアクティブになりません。 この場合、CIMC が初期化を完了するまで、サーバは
スタンバイ モードに入ります。

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源を変更しないでください。

はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # power on

サーバの電源をオンにします。

次に、サーバの電源をオンにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # power on
This operation will change the server's power state.
Continue?[y|N]y
Server /chassis # show
Power Serial Number Product Name UUID
----- ------------- ------------- -----------------------------------on
Not Specified Not Specified 208F0100020F000000BEA80000DEAD00
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サーバの電源オフ
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源をオフにしないでください。

はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # power off

サーバの電源をオフにします。

次に、サーバの電源をオフにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # power off
This operation will change the server's power state.
Continue?[y|N]y
Server /chassis # show
Power Serial Number Product Name UUID
----- ------------- ------------- -----------------------------------off
Not Specified Not Specified 208F0100020F000000BEA80000DEAD00

サーバ電源の再投入
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源を再投入しないでください。

はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # power cycle

サーバ電源を再投入します。

次に、サーバ電源を再投入する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # power cycle

電源ポリシーの設定
電力統計情報の表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

Server# show power-cap [detail]

サーバの電力消費量の統計情報および電力
制限ポリシーを表示します。

表示されるフィールドについては、次の表で説明します。
名前

説明

[Current Consumption]

現在サーバによって使用されている電源（ワット単位）。

[Maximum Consumption]

最後にリブートされてからサーバが使用した最大ワット数。

[Minimum Consumption]

最後にリブートされてからサーバが使用した最小ワット数。

[Minimum Configurable Limit]

このサーバのピーク電力キャップとして指定できる最小電力量
（ワット単位）。

[Maximum Configurable Limit]

このサーバのピーク電力キャップとして指定できる最大電力量
（ワット単位）。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リリー
ス 1.5
OL-28993-03-J

23

サーバの管理
電力統計情報の表示

そのほかのフィールドを次の表で説明します。
名前

説明

[Enable Power Capping]

電力キャッピングがイネーブルの場合、システムはサーバに割
り当てられる電力量を監視し、サーバがその最大割り当て量を
超えると、指定されたアクションを実行します。

[Peak Power]

このサーバに割り当てることのできる最大ワット数。 サーバが
このフィールドに指定されたよりも多くの電力を要求する場合、
システムは、[Non-Compliance Action] フィールドに定義された
アクションを実行します。
[Minimum Configurable Limit] フィールドおよび [Maximum
Configurable Limit] フィールドに定義された範囲内のワット数を
入力します。

[Non-Compliance Action]

電力キャッピングがイネーブルであり、サーバが割り当てられ
たピーク電力よりも多くを要求する場合に、システムが実行す
るアクション。 次のいずれかになります。
• force-power-reduction：サーバは何らかの方法で強制的に
電力消費量を減らします。 このオプションを使用できるの
は一部の C シリーズ サーバだけです。
• none：アクションは実行されず、サーバに対して、[Peak
Power] フィールドに指定されたよりも多くの電力の使用が
許可されます。
• power-off-host：サーバがシャットダウンします。
• throttle：サーバで実行中のプロセスのスロットリングが行
われ、合計消費電力が抑えられます。

次に、詳細な電力統計情報を表示する例を示します。
Server# show power-cap detail
Cur Consumption (W): 247
Max Consumption (W): 286
Min Consumption (W): 229
Minimum Configurable Limit (W): 285
Maximum Configurable Limit (W): 1250
Power Cap Enabled: yes
Peak Power: 0
Non Compliance Action: throttle
Server#
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電力制限ポリシー
電力制限ポリシーによって、サーバの電力消費をアクティブに管理する方法が決定されます。 電
力制限をイネーブルにすると、サーバに割り当てられている電力量がモニタされ、割り当てられ
ている電力未満に電力消費を抑えることが試行されます。 サーバがその最大割り当てを超過する
と、電力制限ポリシーによって、指定された違反アクションがトリガーされます。

電力制限ポリシーの設定
（注）

この機能は、一部のサーバでは使用できません。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

Server# scope power-cap 電力制限コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /power-cap # set
enabled {yes | no}

サーバへの電力制限をイネーブルまたはディセーブルにし
ます。

ステップ 3

Server /power-cap # set
peak-power watts

このサーバに割り当てることのできる最大ワット数を指定
します。 show power-cap detail コマンド出力の [Minimum
Configurable Limit] フィールドおよび [Maximum
Configurable Limit] フィールドで定義された範囲内の watts
数を入力します。 これらのフィールドは、サーバ モデル
によって決まります。
サーバがこのコマンドで指定されているより多くの電力を
要求すると、システムは set non-compliance-action コマン
ドで定義されている処理を実行します。

ステップ 4

Server /power-cap # set
non-compliance-action
{force-power-reduction |
none | power-off-host |
throttle}

電力制限がイネーブルで、ピーク時の電力割り当てよりも
大きい電力をサーバで要求している場合にシステムで実行
する必要のあるアクションを指定します。 次のいずれか
になります。
• force-power-reduction：サーバは何らかの方法で強制
的に電力消費量を減らします。 このオプションは、
一部のサーバ モデルでは使用できません。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• none：アクションは実行されず、サーバはピーク時
電力設定で指定されているより多くの電力を使用で
きます。
• power-off-host：サーバがシャット ダウンされます。
• throttle：サーバで実行中のプロセスのスロットリン
グが行われ、合計消費電力が抑えられます。
ステップ 5

Server /power-cap #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミットします。

次に、電力制限ポリシーをイネーブルにして設定し、トランザクションをコミットする例を示し
ます。
Server# scope power-cap
Server /power-cap # set enabled yes
Server /power-cap *# set peak-power 1000
Server /power-cap *# set non-compliance-action throttle
Server /power-cap *# commit
Server /power-cap # show detail
Cur Consumption (W): 688
Max Consumption (W): 1620
Min Consumption (W): 48
Minimum Configurable Limit (W): 500
Maximum Configurable Limit (W): 2000
Power Cap Enabled: yes
Peak Power: 1000
Non Compliance Action: throttle
Server /power-cap #

電力復元ポリシーの設定
電力復元ポリシーによって、シャーシの電力供給が失われた後、サーバに電力を復元する方法が
決定されます。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 2

Server /chassis # set policy シャーシの電源が復旧した場合に実行するアクションを
{power-off | power-on |
指定します。 次のいずれかを選択します。
restore-last-state}
• power-off：サーバの電源は、手動で投入されるま
でオフのままになります。 これがデフォルトのア
クションになります。
• power-on：シャーシの電源が回復したときにサー
バの電源がオンになります。
• restore-last-state：サーバの電源は、シャーシの電
源が切断される前の状態に戻ります。
選択したアクションが power-on の場合は、サーバに対
して電源を回復するまでの遅延を選択できます。

ステップ 3

Server /chassis # set delay
{fixed | random}

（任意）
サーバの電源復元までの時間を固定するか、ランダムに
するかを指定します。 デフォルトは fixed です。 このコ
マンドは、電力復元アクションが power-on の場合のみ
使用可能です。

ステップ 4

Server /chassis # set
delay-value delay

（任意）
遅延時間を秒単位で指定します。 指定できる範囲は 0
～ 240 です。デフォルト値は 0 です。

ステップ 5

Server /chassis # commit

トランザクションをシステムの設定にコミットします。

次に、180秒（3分）の固定遅延で電源をオンにする電力復元ポリシーを設定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # set policy power-on
Server /chassis *# set delay fixed
Server /chassis *# set delay-value 180
Server /chassis *# commit
Server /chassis # show detail
Chassis:
Power: on
Serial Number: QCI1404A1IT
Product Name: UCS C200 M1
PID : R200-1120402
UUID: 01A6E738-D8FE-DE11-76AE-8843E138AE04
Locator LED: off
Description: Testing power restore
Power Restore Policy: power-on
Power Delay Type: fixed
Power Delay Value(sec): 180
Server /chassis #
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ファン ポリシーの設定
ファン制御ポリシー
ファン制御ポリシーを使ってファンの速度を制御することにより、サーバの消費電力を削減し、
ノイズ レベルを下げることができます。 これらのファン ポリシーが導入される前は、いずれか
のサーバ コンポーネントの温度が設定済みしきい値を超過した場合に、ファン速度が自動的に増
加しました。 ファン速度を低く抑えるために、通常、コンポーネントのしきい値温度を高い値に
設定しました。 この動作はほとんどのサーバ構成に最適でしたが、次のような状況に対処できま
せんでした。
• 最大の CPU パフォーマンス
高パフォーマンスを得るには、いくつかの CPU を設定済みしきい値よりもかなり低い温度に
冷却する必要があります。 これは非常に高速なファン速度を必要とし、結果として電力消費
とノイズ レベルが増大しました。
• 低消費電力
電力消費を最も低く抑えるにはファンを非常に遅くする必要があり、場合によっては、ファ
ン停止をサポートするサーバで完全に停止する必要があります。 ただし、ファンの速度を遅
くすると、結果としてサーバが過熱します。 この状況を回避するには、可能な最低速度より
もやや速くファンを作動させる必要があります。
ファン ポリシーを導入すると、サーバ内のコンポーネントに基づき、そのサーバに適したファン
速度を決定できます。 さらに、最大の CPU パフォーマンスと低消費電力に関連する問題に対処す
るために、ファン速度を設定することができます。
次のファン ポリシーの中から選択できます。
• Balanced
これがデフォルトのポリシーです。 この設定でほとんどのサーバ構成を冷却できますが、容
易に加熱する PCIe カードを含むサーバには適さない可能性があります。
• パフォーマンス
この設定は、高パフォーマンスを得るために最高速度でファンを作動させる必要のあるサー
バ構成に使用できます。 この設定では、Balanced ファン ポリシーと同じ速度またはそれより
高速でファンが作動します。
• 低電力
この設定は、PCIe カードが含まれない最小構成のサーバに最適です。
• 高電力
この設定は、60 ～ 85% の範囲のファン速度を必要とするサーバ構成に使用できます。 この
ポリシーは、容易に過熱して高温になる PCIe カードを含むサーバに最適です。 このポリシー
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で設定される最小ファン速度はサーバ プラットフォームごとに異なりますが、およそ 60 ～
85% の範囲内です。
• 最大電力
この設定は、70 ～ 100% の範囲の非常に高いファン速度を必要とするサーバ構成に使用でき
ます。 このポリシーは、容易に過熱して非常に高温になる PCIe カードを含むサーバに最適
です。 このポリシーで設定される最小ファン速度はサーバ プラットフォームごとに異なり
ますが、およそ 70 ～ 100% の範囲内です。

（注）

CIMC でファン ポリシーを設定することはできますが、実際のファン作動速度はサーバの構成
要件により決定されます。 たとえば、ファン ポリシーを [Balanced] に設定しても、容易に加
熱する PCIe カードがサーバに含まれる場合は、サーバのファン速度が自動的に調整されます。
しかし、定義されたポリシーは [Balanced] のまま保持されます。

ファン ポリシーの設定
ファン ポリシーは、サーバの冷却要件を決定します。 ファン ポリシーを設定する前に、容易に
加熱する PCIe カードがサーバ内にあるかどうかを確認します。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはア
クション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis #
scope fan-policy

ステップ 3

Server
サーバのファン ポリシーを設定します。 この属性の種類は次の
/chassis/fan-policy # とおりです。
set fan-policy
• Balanced

ファン ポリシー コマンド モードを開始します。

これがデフォルトのポリシーです。 この設定でほとんどの
サーバ構成を冷却できますが、容易に加熱する PCIe カー
ドを含むサーバには適さない可能性があります。
• パフォーマンス
この設定は、高パフォーマンスを得るために最高速度で
ファンを作動させる必要のあるサーバ構成に使用できま
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コマンドまたはア
クション

目的
す。 この設定では、Balanced ファン ポリシーと同じ速度
またはそれより高速でファンが作動します。
• 低電力
この設定は、PCIe カードが含まれない最小構成のサーバに
最適です。
• 高電力
この設定は、60 ～ 85% の範囲のファン速度を必要とする
サーバ構成に使用できます。 このポリシーは、容易に過熱
して高温になる PCIe カードを含むサーバに最適です。 こ
のポリシーで設定される最小ファン速度はサーバ プラット
フォームごとに異なりますが、およそ 60 ～ 85% の範囲内
です。
• 最大電力
この設定は、70 ～ 100% の範囲の非常に高いファン速度を
必要とするサーバ構成に使用できます。 このポリシーは、
容易に過熱して非常に高温になる PCIe カードを含むサー
バに最適です。 このポリシーで設定される最小ファン速度
はサーバ プラットフォームごとに異なりますが、およそ
70 ～ 100% の範囲内です。

ステップ 4

Server
サーバへの変更をコミットします。
/chassis/fan-policy #
commit

次に、サーバのファン ポリシーを最大電力に設定する例を示します。
server # scope chassis
server /chassis # scope fan-policy
server /chassis/fan-policy # set fan-policy maximum-power
server /chassis/fan-policy* # commit
server /chassis/fan-policy # show detail
Fan policy: maximum-power
server /chassis/fan-policy #
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Flexible Flash コントローラの管理
Cisco Flexible Flash
C シリーズ ラックマウント サーバ の中には、サーバ ソフトウェア ツールおよびユーティリティ
のストレージとして、内蔵 Secure Digital（SD）メモリ カードをサポートしているものがありま
す。 この SD カードは Cisco Flexible Flash ストレージ アダプタでホストされます。
CIMC では、単一ハイパーバイザ（HV）パーティション構成として SD ストレージが使用可能で
す。 以前のバージョンでは 4 つの仮想 USB ドライブがありました。 3 つには Cisco UCS Server
Configuration Utility、Cisco ドライバ、および Cisco Host Upgrade Utility が事前ロードされ、4 番目
はユーザ インストールによるハイパーバイザでした。 また、CIMC の最新バージョンにアップグ
レードするか、旧バージョンにダウングレードした後、設定をリセットした場合にも、単一 HV
パーティション構成が作成されます。
シスコ ソフトウェア ユーティリティおよびパッケージの詳細については、次の URL の『Cisco
UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してください。
http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc
Cisco Flexible Flash コントローラのカード管理機能
Cisco Flexible Flash コントローラでは、単一のカードに加えて 2 つの SD カードを RAID-1 ペアと
して管理できます。 カード管理機能の導入により、次の作業を実行できます。
アクション

説明

Reset Cisco Flex Flash

コントローラをリセットできます。

Reset Partition Defaults

選択したスロットの設定をデフォルト設定にリ
セットできます。

Synchronize Card Configuration

ファームウェア バージョン 253 以降をサポート
する SD カードの設定を保持できます。

Configure Operational Profile

選択した Cisco Flexible Flash コントローラの SD
カードを設定できます。

RAID パーティションの列挙
非 RAID パーティションは常にプライマリ カードから列挙されます。列挙はプライマリ カードの
ステータスに依存しません。
次に、Cisco Flexible Flash コントローラに 2 枚のカードがあるときの RAID パーティションの列挙
の動作を示します。
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シナリオ

オプション

シングル カード

RAID パーティションは、カードが正常に動作
している場合、およびモードが Primary または
Secondary-active の場合に列挙されます。

デュアル ペア カード

RAID パーティションは、カードの 1 つが正常
に動作していれば列挙されます。
1 枚のカードだけが正常に動作している場合、
すべての読み取り/書き込み操作は、この正常に
動作しているカードで行われます。 2 つの RAID
パーティションを同期するには UCS SCU を使
用する必要があります。

デュアル非ペア カード

サーバを再起動するときにこのシナリオが検出
された場合、RAID パーティションはいずれも
列挙されません。
サーバが稼働しているときにこのシナリオが検
出された場合、ユーザが新しい SD カードを取
り付けても、そのカードは Cisco Flexible Flash
コントローラによって管理されません。 これは
ホストの列挙には影響しません。 これらを管理
するためにカードをペアにする必要がありま
す。 カードをペアにするには、[Reset Partition
Defaults] または [Synchronize Card Configuration]
オプションを使用できます。

FlexFlash でのシングル カード ミラーリングからデュアル カード ミ
ラーリングへのアップグレード
次のいずれかの方法で、FlexFlash を使用したシングル カード ミラーリングからデュアル カード
ミラーリングにアップグレードできます。
• 空の FlexFlash をサーバに追加し、SD ファームウェアを旧バージョンから最新バージョンに
アップグレードします。
この作業を完了する方法については、を参照してください。
• FlexFlash ファームウェアを最新バージョンにアップグレードした後、空のカードをサーバに
追加します。
このいずれかの方法を使用する前に、次のガイドラインに注意してください。
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• RAID1 ミラーリングを作成するには、サーバに追加される空のカードのサイズが、サーバ上
の既存のカードと正確に同じである必要があります。 RAID1 ミラーリングをセットアップす
るうえで、同じカード サイズは必須事項です。
• ハイパーバイザ パーティション内の有効なデータを持つカードが、プライマリ正常カードと
してマークされていることを確認してください。 CIMC GUI または CIMC CLI でこの状態を
判別できます。 カードの状態をプライマリ正常としてマークするには、CIMC GUI の [Reset
Configuration] オプションを使用するか、CIMC CLI で reset-config コマンドを実行することが
できます。 特定のカードの設定をリセットすると、セカンダリ カードはセカンダリ アクティ
ブ非正常としてマークされます。
• RAID 正常性「Degraded」状態である場合、すべての読み取りおよび書き込みトランザクショ
ンは正常なカードで実行されます。 このシナリオでは、データのミラーリングは行われませ
ん。 データのミラーリングは、正常な RAID 状態の場合にのみ行われます。
• データのミラーリングは RAID パーティションにのみ適用されます。 C シリーズ サーバで
は、RAID モードでハイパーバイザ パーティションだけが動作します。
• 旧バージョンで使用するよう SD カードを設定していない場合、最新バージョンにアップグ
レードすると最新の 253 ファームウェアがロードされ、4 個のパーティションすべてがホス
トに列挙されます。
FlexFlash バージョンのアップグレード中に次のエラー メッセージが表示される場合があります。
Unable to communicate with Flexible Flash controller: operation ffCardsGet, status
CY_AS_ERROR_INVALID_RESPONSE”

さらに、カード ステータスが [missing] と示されることもあります。 このエラーが発生する原因
は、1.4(x) などの代替リリースまたは旧バージョンに意図せず切替えたためです。 この場合、最
新バージョンに戻すか、元の FlexFlash 1.4(x) 設定に切り替えることができます。 最新の CIMC
バージョンに戻すことを選択した場合、Cisco FlexFlash 設定はそのまま残ります。 旧バージョン
の設定に切り替えることを選択した場合は、Flexflash 設定をリセットする必要があります。 その
場合、次の点に注意する必要があります。
• 複数のカードが存在する状態で旧バージョンに戻すと、2 番目のカードを検出したり管理し
たりすることはできません。
• カード タイプが SD253 である場合、CIMC CLI から reset-config コマンドを 2 回実行する必
要があります。1 回目は古いファームウェアをコントローラに再ロードして SD253 から SD247
タイプに移行し、2 回目の実行では列挙を開始します。

Flexible Flash コントローラ プロパティの設定
はじめる前に
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
• お使いのプラットフォームで Cisco Flexible Flash がサポートされている必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /chassis # scope flexflash
index

指定コントローラに対して Cisco Flexible Flash コン
トローラ コマンド モードを開始します。 この時点
では、許容される index 値は FlexFlash-0 だけです。

ステップ 3 Server /chassis/flexflash # scope
operational-profile

Operational Profile コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server
データのプライマリ コピーが存在するスロットを
/chassis/flexflash/operational-profile 指定します。
# set raid-primary-member {slot1
重要
現在、Cisco Flexible Flash カードは、スロッ
| slot2}
ト 1 とスロット 2 でサポートされています。
したがって、slot1 または slot2 を指定でき
ます。
ステップ 5 Server
セカンダリ RAID の役割です。 現在サポートされ
/chassis/flexflash/operational-profile ている値は active です。
# set raid-secondary-role {active |
initializing}
ステップ 6 Server
Cisco Flexible Flash カードへのアクセス中に許可さ
/chassis/flexflash/operational-profile れる読み取りエラーの数を指定します。 エラー数
# set read-error-count-threshold がこのしきい値を超えると、Cisco Flexible Flash カー
ドがディセーブルになります。CIMC が再アクセス
を試みる前に、カードをリセットする必要がありま
す。
読み取りエラーのしきい値を指定するには、1 ～
255 の整数を入力します。 検出されたエラー数に関
係なく、カードがディセーブルにならないように指
定するには、0（ゼロ）を入力します。
ステップ 7 Server
Cisco Flexible Flash カードへのアクセス中に許可さ
/chassis/flexflash/operational-profile れる書き込みエラーの数を指定します。 エラー数
# set write-error-count-threshold がこのしきい値を超えると、Cisco Flexible Flash カー
ドがディセーブルになります。CIMC が再アクセス
を試みる前に、カードをリセットする必要がありま
す。
書き込みエラーのしきい値を指定するには、1 ～
255 の整数を入力します。 検出されたエラー数に関
係なく、カードがディセーブルにならないように指
定するには、0（ゼロ）を入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8 Server
サーバから USB 形式のドライブとして使用できる
/chassis/flexflash/operational-profile ようにする仮想ドライブのリストを指定します。
# set virtual-drives-enabled list
オプションは次のとおりです。
• [SCU]：サーバは Cisco UCS Server Configuration
Utility にアクセスできます。
• DRIVERS：サーバはシスコ ドライバ ボリュー
ムにアクセスできます。
• [HV]：サーバはユーザがインストールしたハ
イパーバイザにアクセスできます。
• [HUU]：サーバは Cisco Host Upgrade Utility に
アクセスできます。
複数のオプションを指定する場合は、リストを引用
符（"）で囲む必要があります。
ステップ 9 Server /chassis/adapter # commit

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

次に、Flash コントローラのプロパティを設定する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash FlexFlash-0
Server /chassis/flexflash # scope operational-profile
Server /chassis/flexflash/operational-profile # set read-error-count-threshold 100
Server /chassis/flexflash/operational-profile # set write-error-count-threshold 100
Server /chassis/flexflash/operational-profile *# set raid-primary-member slot1
Server /chassis/flexflash/operational-profile # set raid-secondary-role active
Server /chassis/flexflash/operational-profile *# set virtual-drives-enabled "SCU HUU"
Server /chassis/flexflash/operational-profile *# commit
Server /chassis/flexflash/operational-profile #

Flexible Flash からのブート
Cisco Flexible Flash カード上のブート可能な仮想ドライブを指定して、サーバが次に再起動された
ときにそのドライブをデフォルトのブートプライオリティよりも優先させることができます（サー
バに定義されているデフォルト ブート順は無視されます）。 指定したブート デバイスは一度だ
け使用されます。 サーバがリブートした後、この設定は無効になります。
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（注）

サーバをリブートする前に、選択する仮想ドライブが Cisco Flexible Flash カード上でイネーブ
ルになっていることを確認してください。
CIMC の最新バージョンにアップグレードするか、以前のバージョンにダウングレードしてか
ら設定をリセットすると、サーバは HV パーティションだけを介してブートします。 以前の
バージョンに有効な SCU のデータがあった場合、サーバは単一 HV パーティションにもかか
わらず SCU を介してブートします。

はじめる前に
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
• お使いのプラットフォームで Cisco Flexible Flash がサポートされている必要があります。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # set
次回サーバが再起動されるときにブートを試行する仮
boot-override {None | SCU 想ドライブ。 次のいずれかになります。
| HV | HUU}
• None：サーバはデフォルトのブート オーダーを
使用します
• SCU：サーバは Cisco UCS Server Configuration
Utility からブートします
• HV：サーバはハイパーバイザ仮想ドライブから
起動します
• HUU：サーバは Cisco Host Upgrade Utility からブー
トします

ステップ 3

Server /bios # commit

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

この例では、サーバが次の再起動時に Cisco UCS Server Configuration Utility からブートするよう指
定します。
Server# scope bios
Server /bios # set boot-override SCU
Committing the boot override BIOS will try boot to
the specified boot device first. Failure to detect
the boot device BIOS will boot from the list
configured in the BIOS boot order.
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Server /bios *# commit
Server /bios #

Flexible Flash コントローラのリセット
通常の操作では、Cisco Flexible Flash のリセットが必要になることはありません。 テクニカル サ
ポートの担当者から明確に指示された場合にだけ、この手順を実行することを推奨します。

（注）

この操作は、Cisco Flexible Flash コントローラ上の仮想ドライブへのトラフィックを中断させ
ます。

はじめる前に
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
• お使いのプラットフォームで Cisco Flexible Flash がサポートされている必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope flexflash 指定コントローラに対して Cisco Flexible Flash
index
コントローラ コマンド モードを開始します。
この時点では、許容される index 値は FlexFlash-0
だけです。

ステップ 3

Server /chassis/flexflash # reset Cisco Flexible Flash コントローラをリセットし
ます。

この例では、フラッシュ コントローラをリセットします。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash FlexFlash-0
Server /chassis/flexflash # reset
This operation will reset Cisco Flexible Flash controller.
Host traffic to VDs on this device will be disrupted.
Continue?[y|N] y
Server /chassis/flexflash #

Cisco Flexible Flash コントローラでのカードの設定のリセット
Cisco Flexible Flash コントローラで、選択したスロットの設定をデフォルト設定にリセットできま
す。
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Cisco Flexible Flash カードのスロットの設定をリセットすると、次の状況が発生します。
• 選択されたスロットのカードは、プライマリ - 正常としてマークされます。
• もう一方のスロットのカードは、セカンダリ アクティブ- 非正常としてマークされます。
• 1 つの RAID パーティションが作成されます。
• カードの読み取り/書き込みエラー数および読み取り/書き込みしきい値は 0 に設定されます。
• ホストの接続が停止される可能性があります。
最新バージョンにアップグレードして、設定のリセット オプションを選択した場合、単一のハイ
パーバイザ（HV）パーティションが作成され、既存の 4 パーティション構成は消去されます。 こ
れにより、データ損失が生じることもあります。 失われたデータを取り出すことができるのは、
HV パーティションにまだデータを書き込んでおらず、以前のバージョンにダウングレードする場
合だけです。

はじめる前に
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
• Cisco Flexible Flash は、サーバでサポートされている必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope flexflash
index

指定コントローラに対して Cisco Flexible Flash
コントローラ コマンド モードを開始します。
この時点では、許容される index 値は
FlexFlash-0 だけです。

ステップ 3

Server /chassis/flexflash #
reset-partition-defaults primary
slot ID

選択したスロットの設定をデフォルト設定に
リセットします。

次に、スロットから設定をデフォルト設定にリセットする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash FlexFlash-0
Server /chassis/flexflash # reset-partition-defaults slot1
This action will mark the slot1 as the healthy primary slot, and slot2 (if card exists)
as unhealthy secondary active.
This operation may disturb the host connectivity as well.
Continue? [y|N] y
Server /chassis/flexflash/operational-profile #
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Flexible Flash コントローラの設定の保持
Cisco Flexible Flash カードの特定のスロットの設定を他のスロットにコピーできます。 ただし、
設定のコピー元スロットは SDK523 タイプである必要があります。 設定は次の場合に保持できま
す。
• 2 つの非ペアの FlexFlash があります
• 単一 FlexFlash からサーバが稼働していて、非ペアの FlexFlash が他のスロットにあります。
• 1 つの FlexFlash がファームウェア バージョン 253 をサポートし、もう 1 つの FlexFlash はパー
ティション化されていません。

はじめる前に
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
• Cisco Flexible Flash は、サーバでサポートされている必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope flexflash index

指定コントローラに対して Cisco Flexible
Flash コントローラ コマンド モードを開始
します。 この時点では、許容される index
値は FlexFlash-0 だけです。

ステップ 3

Server /chassis/flexflash #
プライマリ スロットからセカンダリ スロッ
synchronize-card-configurationprimary トに設定をコピーします。
slot ID

次に、あるスロットから他のスロットに設定をコピーする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash FlexFlash-0
Server /chassis/flexflash # synchronize-card-configuration slot1
This action will copy the config of slot1 to both the slots, mark slot1 as healthy,
primary slot and slot2 (card must be present) as unhealthy secondary active.
This operation may disturb the host connectivity as well.
Continue? [y|N] y
Server /chassis/flexflash/operational-profile #
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BIOS の設定
BIOS ステータスの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # show detail

BIOS ステータスの詳細を表示します。

BIOS ステータス情報には、次のフィールドが含まれます。
名前

説明

BIOS Version

実行中の BIOS のバージョン文字列。

Boot Order

サーバが使用を試行する、ブート可能なター
ゲット タイプの順序。

Boot Override Priority

None、SCU、HV、HUU のいずれかになりま
す。

FW Update/Recovery Status

保留中のファームウェア アップデートまたは回
復アクションのステータス。

FW Update/Recovery Progress

直近のファームウェア アップデートまたは回復
アクションの完了率。

次に、BIOS ステータスを表示する例を示します。
Server# scope bios
Server /bios # show detail
BIOS Version: "C460M1.1.2.2a.0 (Build Date: 01/12/2011)"
Boot Order: EFI,CDROM,HDD
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: NONE
FW Update/Recovery Progress: 100
Server /bios #

主要な BIOS の設定
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # scope
main

主要な BIOS 設定コマンド モードを開始します。

ステップ 3

BIOS 設定を設定しま 使用可能な BIOS パラメータは、使用しているサーバのモ
す。
デルによって異なります。 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、次のいずれかを参照して
ください。
• C22 および C24 サーバの主要な BIOS パラメータ , （
219 ページ）
• C200 および C210 サーバの主要な BIOS パラメータ
• C250 サーバの主要な BIOS パラメータ
• C260 サーバの主要な BIOS パラメータ , （267 ペー
ジ）
• C460 サーバの主要な BIOS パラメータ , （306 ペー
ジ）

ステップ 4

Server /bios/main #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミットします。
変更は次回のサーバ リブート時に適用されます。 サーバ
の電源がオンの場合、今すぐリブートするかどうかを選択
するよう求められます。

この例では、重大な POST エラーの発生時にブートを一時停止するよう BIOS を設定し、トラン
ザクションをコミットします。
Server# scope bios
Server /bios # scope main
Server /bios/main # set POSTErrorPause Enabled
Server /bios/main *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N] n
Changes will be applied on next reboot.
Server /bios/main #
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BIOS の詳細設定
（注）

搭載されているハードウェアによっては、このトピックで説明されている一部の設定オプショ
ンが表示されない場合があります。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # scope
advanced

高度な BIOS 設定コマンド モードを開始します。

ステップ 3

BIOS 設定を設定しま
す。

使用可能な BIOS パラメータは、使用しているサーバのモ
デルによって異なります。 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、次のいずれかを参照して
ください。
• C22 および C24 サーバの高度な BIOS パラメータ , （
220 ページ）
• C200 および C210 サーバの高度な BIOS パラメータ
• C250 サーバの高度な BIOS パラメータ
• C260 サーバの高度な BIOS パラメータ , （267 ペー
ジ）
• C460 サーバの高度な BIOS パラメータ , （306 ペー
ジ）

ステップ 4

Server /bios/advanced # トランザクションをシステムの設定にコミットします。
commit
変更は次回のサーバ リブート時に適用されます。 サーバ
の電源がオンの場合、今すぐリブートするかどうかを選択
するよう求められます。

この例では、低電圧 DDR メモリ モードを有効にし、トランザクションをコミットします。
Server# scope bios
Server /bios # scope advanced
Server /bios/advanced # set LvDDRMode Enabled
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Server /bios/advanced *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N] n
Changes will be applied on next reboot.
Server /bios/advanced #

サーバ管理 BIOS の設定
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # scope
server-management

サーバ管理 BIOS 設定コマンド モードを開始します。

ステップ 3

BIOS 設定を設定しま
す。

使用可能な BIOS パラメータは、使用しているサーバのモ
デルによって異なります。 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、次のいずれかを参照
してください。
• C22 および C24 サーバのサーバ管理 BIOS パラメー
タ , （240 ページ）
• C200 および C210 サーバのサーバ管理 BIOS パラメー
タ
• C250 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ
• C260 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ , （279
ページ）
• C460 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ , （318
ページ）

ステップ 4

Server
トランザクションをシステムの設定にコミットします。
/bios/server-management
変更は次回のサーバ リブート時に適用されます。 サーバ
# commit
の電源がオンの場合、今すぐリブートするかどうかを選
択するよう求められます。

次に、BMC の自動検出をイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
Server# scope bios
Server /bios # scope server-management
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Server /bios/server-management # set BMCPnP Enabled
Server /bios/server-management *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N] n
Changes will be applied on next reboot.
Server /bios/server-management #

BIOS デフォルトの復元
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # bios-setup-default

BIOS のデフォルト設定を復元します。 この
コマンドでは、リブートが開始されます。

次の例は、BIOS デフォルト設定を復元します。
Server# scope bios
Server /bios # bios-setup-default
This operation will reset the BIOS set-up tokens to factory defaults.
All your configuration will be lost.
Changes to BIOS set-up parameters will initiate a reboot.
Continue?[y|N]y

BIOS の工場出荷時のデフォルト設定への復元
BIOS のコンポーネントが正常に動作しない場合、BIOS セットアップ トークンを工場出荷時のデ
フォルト値に復元できます。

（注）

このアクションは、一部の C シリーズ サーバに対してのみ使用できます。

はじめる前に
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
• サーバの電源をオフにする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # restore-mfg-defaults セットアップ トークンを工場出荷時のデ
フォルト値に復元します。

次に、BIOS セットアップ トークンを工場出荷時のデフォルト値に復元する例を示します。
Server # scope bios
Server /bios # restore-mfg-defaults
This operation will reset the BIOS set-up tokens to manufacturing defaults.
The system will be powered on.
Continue? [y|n] N
Server /bios #

サーバ コンポーネントのファームウェアの更新
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバをリ
セットしないでください。

はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope firmware

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/firmware # show
detail

一部のコンポーネント メッセージで必要な
ファームウェアの更新を表示します。

ステップ 4

Server /chassis/firmware #
update-all

サーバ コンポーネントのファームウェアを
更新します。

次に、サーバをリセットする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope firmware
Server /chassis / firmware # show detail
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Firmware update required on some components,
please run update-all (under chassis/firmware scope).
Server /chassis / firmware # update-all
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4

章

サーバのプロパティの表示
この章は、次の内容で構成されています。
• サーバのプロパティの表示, 47 ページ
• CIMC のプロパティの表示, 48 ページ
• CPU のプロパティの表示, 48 ページ
• メモリのプロパティの表示, 49 ページ
• 電源のプロパティの表示, 50 ページ
• ストレージのプロパティの表示, 51 ページ
• PCI アダプタのプロパティの表示, 57 ページ
• ネットワーク関連のプロパティの表示, 57 ページ

サーバのプロパティの表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

Server# show chassis [detail]

サーバのプロパティを表示します。

次に、サーバのプロパティを表示する例を示します。
Server# show chassis detail
Chassis:
Power: on
Serial Number: QCI140205ZG
Product Name: UCS C210 M2
PID : R210-2121605W
UUID: FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
Locator LED: off
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Description:
Power Restore Policy: power-off
Power Delay Type: fixed
Power Delay Value(sec): 0
Server#

CIMC のプロパティの表示
（注）

CIMC は、サーバ BIOS から現在の日付と時刻を取得します。 この情報を変更するには、サー
バをリブートし、BIOS 設定メニューへのアクセスに関するメッセージが表示されたら F2 キー
を押します。 メインの BIOS 設定タブでオプションを使用して日付または時刻を変更します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

Server# show cimc [detail]

CIMC のプロパティを表示します。

次に、CIMC のプロパティを表示する例を示します。
Server# show cimc detail
CIMC:
Firmware Version: 1.4(2.18)
Current Time: Wed Jan 11 07:01:50 2012
Boot-loader Version: 1.4(2.18).16
Server#

CPU のプロパティの表示
はじめる前に
サーバの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # show cpu [detail]

CPU のプロパティを表示します。
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次に、CPU のプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show cpu
Name
Cores
Version
------------ -------- -------------------------------------------------CPU1
4
Intel(R) Xeon(R) CPU
E5520 @ 2.27GHz
CPU2
4
Intel(R) Xeon(R) CPU
E5520 @ 2.27GHz
Server /chassis #

メモリのプロパティの表示
はじめる前に
サーバの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # show dimm [detail]

メモリのプロパティを表示します。

ステップ 3

Server /chassis # show dimm-summary DIMM サマリー情報を表示します。

次に、メモリのプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show dimm
Name
Capacity
-------------------- --------------DIMM_A1
2048 MB
DIMM_A2
2048 MB
DIMM_B1
2048 MB
DIMM_B2
2048 MB
DIMM_C1
Not Installed
DIMM_C2
Not Installed
DIMM_D1
2048 MB
DIMM_D2
2048 MB
DIMM_E1
2048 MB
DIMM_E2
2048 MB
DIMM_F1
Not Installed
DIMM_F2
Not Installed

Channel Speed (MHz)
------------------1067
1067
1067
1067
Unknown
Unknown
1067
1067
1067
1067
Unknown
Unknown

Channel Type
--------------Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other

Server /chassis #

次に、メモリのプロパティに関する詳細情報を表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show dimm detail
Name DIMM_A1:
Capacity: 2048 MB
Channel Speed (MHz): 1067
Channel Type: Other
Memory Type Detail: Synchronous
Bank Locator: NODE 0 CHANNEL 0 DIMM 0
Visibility: Yes
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Operability: Operable
Manufacturer: 0x802C
Part Number: 18JSF25672PY-1G1D1
Serial Number: 0xDA415F3F
Asset Tag: Unknown
Data Width: 64 bits
Name DIMM_A2:
Capacity: 2048 MB
--More-Server /chassis #

次の例では、DIMM サマリー情報を表示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show dimm-summary
DIMM Summary:
Memory Speed: 1067 MHz
Total Memory: 16384 MB
Effective Memory: 16384 MB
Redundant Memory: 0 MB
Failed Memory: 0 MB
Ignored Memory: 0 MB
Number of Ignored Dimms: 0
Number of Failed Dimms: 0
Memory RAS possible: Memory configuration can support mirroring
Memory Configuration: Maximum Performance
Server /chassis #

電源のプロパティの表示
はじめる前に
サーバの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # show psu [detail]

電源のプロパティを表示します。

次に、電源のプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show psu
Name
In. Power (Watts)
---------- -------------------PSU1
74
PSU2
83

Out. Power (Watts)
-------------------650
650

Firmware Status
-------- ---------R0E
Present
R0E
Present

Server /chassis #
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ストレージのプロパティの表示
ストレージ アダプタのプロパティの表示
はじめる前に
サーバの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # show
storageadapter [slot] [detail]

インストールされているストレージ カードを
表示します。
（注）

このコマンドは、CIMC 経由で管理
できるサーバ上にあるすべての
MegaRAID コントローラを表示しま
す。 インストールされているコン
トローラまたはストレージ デバイ
スが表示されない場合、CIMC 経由
で管理できません。

ステップ 3

Server /chassis # scope
storageadapter slot

装着されているストレージ カードに対してコ
マンド モードを開始します。

ステップ 4

Server /chassis/storageadapter #
show bbu [detail]

ストレージ カードのバッテリ バックアップ
ユニットの情報を表示します。

ステップ 5

Server /chassis/storageadapter #
show capabilites [detail]

ストレージ カードでサポートされる RAID レ
ベルを表示します。

ステップ 6

Server /chassis/storageadapter #
show error-counters [detail]

ストレージ カードによって認識されたエラー
の数を表示します。

ステップ 7

Server /chassis/storageadapter #
show firmware-versions [detail]

ストレージカードのファームウェアバージョ
ン情報を表示します。

ステップ 8

Server /chassis/storageadapter #
show hw-config [detail]

ストレージ カードのハードウェア情報を表示
します。

ステップ 9

Server /chassis/storageadapter #
show mfg-data [detail]

ストレージ カードの製造元のデータを表示し
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10

Server /chassis/storageadapter #
show pci-info [detail]

ストレージ カードのディスプレイ アダプタ
の PCI 情報が表示されます。

ステップ 11

Server /chassis/storageadapter #
show running-firmware-images
[detail]

ストレージ カードの実行中のファームウェア
の情報を表示します。

ステップ 12

Server /chassis/storageadapter #
show settings [detail]

ストレージ カードのアダプタ ファームウェ
アの設定を表示します。

ステップ 13

Server /chassis/storageadapter #
show startup-firmware-images
[detail]

ストレージ カードの起動時にアクティブにす
るファームウェア イメージを表示します。

次に、ストレージのプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show storageadapter
PCI Slot Product Name
Serial Number Firmware Package Build
-------- ---------------------------------- -------------- ------------------------SAS
LSI MegaRAID SAS 9260-8i
SV93404392
12.12.0-0038
Product ID
Battery Status Cache Memory Size
---- -------------- -------------- -------------LSI Logic
fully charged 0 MB
Server /chassis #

次に、SAS という名前のストレージ カードのバッテリ バックアップ ユニットの情報を表示する
例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SAS
Server /chassis/storageadapter # show bbu
Controller Battery Type Battery Present Voltage
Current
Charge Charging State
---------- ------------ --------------- ---------- ---------- ------ -------------SAS
iBBU
true
4.051 V
0.000 A
100%
fully charged
Server /chassis/storageadapter #

Flexible Flash コントローラ プロパティの表示
はじめる前に
• お使いのプラットフォームで Cisco Flexible Flash がサポートされている必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # show flexflash
[detail]

（任意）使用可能な Cisco Flexible Flash コン
トローラを表示します。

ステップ 3

Server /chassis # scope flexflash
index

指定コントローラに対して Cisco Flexible Flash
コントローラ コマンド モードを開始します。
この時点では、許容される index 値は
FlexFlash-0 だけです。

ステップ 4

Server /chassis/flexflash # show
operational-profile [detail]

Operational Profile のプロパティを表示します。

この例では、フラッシュ コントローラのプロパティを表示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show flexflash
Controller
Product Name
Has Error Firmware Version Vendor
Internal State
------------ ---------------- ---------- ----------------- -------- --------------FlexFlash-0 Cisco FlexFlash No
1.2 build 247
Cypress Connected
Server /chassis # scope flexflash FlexFlash-0
Server /chassis # show operational-profile
Primary Member Slot I/O Error Threshold Host Accessible VDs
-------------------- -------------------- -------------------slot1
100
SCU Drivers
Server /chassis/flexflash #

物理ドライブのプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシコマンドモードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter
slot

装着されているストレージ カードに対
してコマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # show
physical-drive [drive-number] [detail]

ストレージ カードの物理ドライブの情
報を表示します。

ステップ 4

Server /chassis/storageadapter # show
physical-drive-count [detail]

ストレージ カードの物理ドライブの数
を表示します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive drive-number

指定された物理ドライブのコマンドモー
ドを開始します。

ステップ 6

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
show general [detail]

指定された物理ドライブに関する一般情
報を表示します。

ステップ 7

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
show inquiry-data [detail]

指定された物理ドライブに関する問い合
わせのデータを表示します。

ステップ 8

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
show status [detail]

指定された物理ドライブのステータス情
報を表示します。

次に、SAS という名前のストレージ カードの物理ドライブ番号 1 に関する一般情報を表示する例
を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SAS
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 1
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show general
Slot Number 1:
Controller: SAS
Enclosure Device ID: 27
Device ID: 34
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Link Speed: 6.0 Gb/s
Interface Type: SAS
Media Type: HDD
Block Size: 512
Block Count: 585937500
Raw Size: 286102 MB
Non Coerced Size: 285590 MB
Coerced Size: 285568 MB
SAS Address 0: 500000e112693fa2
SAS Address 1:
Connected Port 0:
Connected Port 1:
Connected Port 2:
Connected Port 3:
Connected Port 4:
Connected Port 5:
Connected Port 6:
Connected Port 7:
Power State: powersave
Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

次に、SAS という名前のストレージ カードの物理ドライブ番号 1 に関する問い合わせデータを表
示する例を表示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SAS
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 1
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show inquiry-data
Slot Number 1:
Controller: SAS
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Product ID: MBD2300RC
Drive Firmware: 5701
Drive Serial Number: D010P9A0016D
Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

次に、SAS という名前のストレージ カードの物理ドライブ番号 1 のステータス情報を表示する例
を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SAS
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 1
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show inquiry-data
Slot Number 1:
Controller: SAS
State: online
Online: true
Fault: false
Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

仮想ドライブのプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter
slot

装着されているストレージ カードに対し
てコマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # show
virtual-drive [drive-number] [detail]

ストレージ カードの仮想ドライブの情報
を表示します。

ステップ 4

Server /chassis/storageadapter # show
virtual-drive-count [detail]

ストレージ カードに設定された仮想ドラ
イブの数を表示します。

ステップ 5

Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-drive drive-number

指定された仮想ドライブのコマンド モー
ドを開始します。

ステップ 6

Server
/chassis/storageadapter/virtual-drive #
show physical-drive [detail]

指定した仮想ドライブに関する物理ドラ
イブ情報を表示します。

次に、SAS という名前のストレージ カードの仮想ドライブに関する情報を表示する例を示しま
す。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SAS
Server /chassis/storageadapter # show virtual-drive
Virtual Drive Status
Name
-------------- --------------- -----------------------0
Optimal
SLES1SP1beta5
1
Optimal
RHEL5.5
2
Optimal
W2K8R2_DC
3
Optimal
VD_3

Size
---------30720 MB
30720 MB
30720 MB
30720 MB

RAID Level
---------RAID 0
RAID 0
RAID 0
RAID 0
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4
5
6
7
8

Optimal
Optimal
Optimal
Optimal
Optimal

ESX4.0u2
VMs
RHEL6-35GB
OS_Ins_Test_DR

30720 MB
285568 MB
35840 MB
158720 MB
285568 MB

RAID
RAID
RAID
RAID
RAID

0
0
0
0
1

Server /chassis/storageadapter #

次に、SAS という名前のストレージ カードの仮想ドライブ番号 1 に関する物理ドライブ情報を表
示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SAS
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 1
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # show physical-drive
Span Physical Drive Status
Starting Block Number Of Blocks
----- -------------- ---------- -------------- ---------------0
12
online
62914560
62914560
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #

Nvidia GPU カード情報の表示
これらのコマンドは、すべての UCS C シリーズ サーバで使用できるわけではありません。

はじめる前に
Nvidia GPU カードの情報を表示するには、サーバの電源をオンにする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # show gpu

システム上の使用可能な Nvidia GPU カード
を表示します。

ステップ 3

Server /chassis # scope gpu
slot-number

GPU カード コマンド モードを開始します。
GPU カードのスロット番号を指定します。

ステップ 4

Server /chassis/gpu # show gpu-list GPU カードの温度情報を表示します。

次に、システム上の使用可能な GPU カードの温度情報を表示する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # show gpu
Slot
---5

Product Name
-----------Nvidia GRID K2 @ BD

Num of GPUs
----------2

Server /chassis # scope gpu 5
Server /chassis/gpu # show gpu-list
GPU ID
-----0
1

Temperature
----------32
33
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Server /chassis/gpu #

PCI アダプタのプロパティの表示
はじめる前に
サーバの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # show pci-adapter
[detail]

PCI アダプタのプロパティを表示しま
す。

次に、PCI アダプタのプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show
Name
Slot
---------------- ----PCIe Adapter1
1
PCIe Adapter2
5

pci-adapter
Vendor ID
-----------0x1137
0x1077

Device ID
-----------0x0042
0x2432

Product Name
------------------------Cisco UCS P81E Virtual...
Qlogic QLE2462 4Gb dua...

Server /chassis #

ネットワーク関連のプロパティの表示
LOM のプロパティの表示
LAN On Motherboard（LOM）イーサネット ポートの MAC アドレスを表示できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシコマンドモードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope network-adapter 特定のネットワーク アダプタのコマン
slot ID
ド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

Server /chassis/network-adapter # show LOM ポートの MAC アドレスを表示し
mac-list [detail]
ます。

次に、LOM ポートの MAC アドレスを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope network-adapter L
Server /chassis/network-adapter # show mac-list
Interface ID
MAC Address
------------- -------------------eth0
010000002000
eth1
010000002000
Server /chassis/network-adapter #
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章

サーバのセンサーの表示
この章は、次の内容で構成されています。
• 電源センサーの表示, 59 ページ
• ファン センサーの表示, 60 ページ
• 温度センサーの表示, 61 ページ
• 電圧センサーの表示, 61 ページ
• 電流センサーの表示, 62 ページ
• ストレージ センサーの表示, 63 ページ

電源センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope sensor

センサー コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /sensor # show psu [detail]

サーバの電源センサーの統計情報を表示
します。

ステップ 3

Server /sensor # show
psu-redundancy [detail]

サーバの電源冗長センサーのステータス
を表示します。

次に、電源センサーの統計情報を表示する例を示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show psu
Name
Sensor Status
Reading
Units
Min. Warning
Max. Warning
Min. Failure
Max. Failure
-------------------- -------------------- ---------- ---------- ---------------
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--------------- --------------- --------------PSU1_STATUS
Normal
present
PSU2_STATUS

Normal

present

Server /sensor # show psu-redundancy
Name
Reading
Sensor Status
-------------------- ---------- -------------------PSU_REDUNDANCY
full
Normal
Server /sensor #

ファン センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope sensor

センサー コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /sensor # show fan [detail]

サーバのファン センサーの統計情報を表
示します。

次に、ファン センサーの統計情報を表示する例を示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show fan
Name
Sensor Status
Min. Failure
Max. Failure
-------------------- ---------------------------- --------------W793_FAN2_TACH1
Normal
800
N/A
W793_FAN2_TACH2
Normal
800
N/A
W793_FAN3_TACH1
Normal
800
N/A
W793_FAN3_TACH2
Normal
800
N/A
W793_FAN4_TACH1
Normal
800
N/A
W793_FAN4_TACH2
Normal
800
N/A

Reading

Units

Min. Warning

Max. Warning

---------- ---------- --------------- --------------2400

RPM

N/A

N/A

2400

RPM

N/A

N/A

2300

RPM

N/A

N/A

2300

RPM

N/A

N/A

2400

RPM

N/A

N/A

1600

RPM

N/A

N/A

Server /sensor #
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温度センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope sensor

センサー コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /sensor # show temperature
[detail]

サーバの温度センサーの統計情報を表
示します。

次に、温度センサーの統計情報を表示する例を示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show temperature
Name
Sensor Status
Min. Failure Max. Failure
------------------------- ------------------------- -----------IOH_TEMP_SENS
Normal
N/A
85.0
P2_TEMP_SENS
Normal
N/A
81.0
P1_TEMP_SENS
Normal
N/A
81.0
DDR3_P2_D1_TMP
Normal
N/A
95.0
DDR3_P1_A1_TMP
Normal
N/A
95.0
FP_AMBIENT_TEMP
Normal
N/A
45.0

Reading

Units

Min. Warning Max. Warning

---------- ---------- ------------ -----------32.0

C

N/A

80.0

31.0

C

N/A

80.0

34.0

C

N/A

80.0

20.0

C

N/A

90.0

21.0

C

N/A

90.0

28.0

C

N/A

40.0

Server /sensor #

電圧センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope sensor

センサーコマンドモードを開始します。

ステップ 2

Server /sensor # show voltage [detail] サーバの電圧センサーの統計情報を表示
します。

次に、電圧センサーの統計情報を表示する例を示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show voltage
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Name
Min. Failure Max. Failure
------------------------------------ -----------P3V_BAT_SCALED
2.798
3.088
P12V_SCALED
11.623
12.331
P5V_SCALED
4.844
5.157
P3V3_SCALED
3.191
3.381
P5V_STBY_SCALED
4.844
5.157
PV_VCCP_CPU1
0.725
1.391
PV_VCCP_CPU2
0.725
1.391
P1V5_DDR3_CPU1
1.450
1.548
P1V5_DDR3_CPU2
1.450
1.548
P1V1_IOH
1.068
1.136
P1V8_AUX
1.744
1.852

Sensor Status

Reading

Units

Min. Warning Max. Warning

-------------- ---------- ---------- ------------ -----------Normal

3.022

V

N/A

N/A

Normal

12.154

V

N/A

N/A

Normal

5.036

V

N/A

N/A

Normal

3.318

V

N/A

N/A

Normal

5.109

V

N/A

N/A

Normal

0.950

V

N/A

N/A

Normal

0.891

V

N/A

N/A

Normal

1.499

V

N/A

N/A

Normal

1.499

V

N/A

N/A

Normal

1.087

V

N/A

N/A

Normal

1.773

V

N/A

N/A

Server /sensor #

電流センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope sensor

センサーコマンドモードを開始します。

ステップ 2

Server /sensor # show current [detail] サーバの電流センサーの統計情報を表示
します。

次に、電流センサーの統計情報を表示する例を示します。
Server# scope sensor
Server /sensor # show current
Name
Sensor Status
Min. Failure Max. Failure
------------------------- ------------------------- -----------VR_P2_IMON
Normal
N/A
164.80
VR_P1_IMON
Normal
N/A
164.80

Reading

Units

Min. Warning Max. Warning

---------- ---------- ------------ -----------16.00

AMP

N/A

147.20

27.20

AMP

N/A

147.20

Server /sensor #
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ストレージ センサーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # show hdd [detail]

ストレージ センサー情報を表示しま
す。

表示されるフィールドについては、次の表で説明します。
名前

説明

[Name] カラム

ストレージ デバイスの名前。

[Status] カラム

ストレージ デバイスのステータスに関する簡単な説明。

[LED Status] カラム

現在の LED の色（ある場合）。
ストレージ デバイスの物理 LED を点滅させるには、ドロップ
ダウン リストから [Turn On] を選択します。 LED の点滅をスト
レージ デバイスに制御させるには、[Turn Off] を選択します。
（注）

この情報は、一部の C シリーズ サーバのみで使用で
きます。

次に、ストレージ センサーの情報を表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show hdd
Name
Status
-------------------- -------------------HDD_01_STATUS
present
HDD_02_STATUS
present
HDD_03_STATUS
present
HDD_04_STATUS
present
Server /chassis #
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リモート プレゼンスの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• 仮想 KVM の管理, 65 ページ
• 仮想メディアの設定, 68 ページ
• Serial over LAN の管理, 72 ページ

仮想 KVM の管理
KVM コンソール
KVM コンソールは CIMC からアクセス可能なインターフェイスであり、サーバへのキーボード、
ビデオ、マウス（KVM）の直接接続をエミュレートします。 KVM コンソールを使用すると、リ
モートの場所からサーバに接続できます。
サーバに物理的に接続された CD/DVD ドライブまたはフロッピー ドライブを使用する代わりに、
KVM コンソールは仮想メディアを使用します。これは、仮想 CD/DVD ドライブまたはフロッピー
ドライブにマップされる実際のディスク ドライブまたはディスク イメージ ファイルです。 次の
いずれでも仮想ドライブにマップできます。
• コンピュータ上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• コンピュータ上のディスク イメージ ファイル（ISO または IMG ファイル）
• コンピュータ上の USB フラッシュ ドライブ
• ネットワーク上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• ネットワーク上のディスク イメージ ファイル（ISO または IMG ファイル）
• ネットワーク上の USB フラッシュ ドライブ
KVM コンソールを使用してサーバに OS をインストールできます。
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（注）

KVM コンソールは、GUI を介してのみ操作できます。 KVM コンソールを起動する方法につ
いては、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management Controller GUI Configuration Guide』
の手順を参照してください。

仮想 KVM のイネーブル化
はじめる前に
仮想 KVM をイネーブルにするには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要がありま
す。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope kvm

KVM コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /kvm # set enabled yes

仮想 KVM をイネーブルにします。

ステップ 3

Server /kvm # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 4

Server /kvm # show [detail]

（任意）仮想 KVM の設定を表示します。

次に、仮想 KVM をイネーブルにする例を示します。
Server# scope kvm
Server /kvm # set enabled yes
Server /kvm *# commit
Server /kvm # show
Encryption Enabled Local Video
Active Sessions Enabled KVM Port
------------------ ---------------- --------------- ------- -------no
yes
0
yes
2068
Server /kvm #

仮想 KVM のディセーブル化
はじめる前に
仮想 KVM をディセーブルにするには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要がありま
す。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope kvm

ステップ 2

Server /kvm # set enabled no 仮想 KVM をディセーブルにします。

KVM コマンド モードを開始します。

（注）

仮想 KVM をディセーブルにすると仮想
メディア機能へのアクセスがディセーブ
ルになりますが、仮想メディアがイネー
ブルであれば仮想メディア デバイスは
切断されません。

ステップ 3

Server /kvm # commit

ステップ 4

Server /kvm # show [detail] （任意）仮想 KVM の設定を表示します。

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。

次に、仮想 KVM をディセーブルにする例を示します。
Server# scope kvm
Server /kvm # set enabled no
Server /kvm *# commit
Server /kvm # show
Encryption Enabled Local Video
Active Sessions Enabled KVM Port
------------------ ---------------- --------------- ------- -------no
yes
0
no
2068
Server /kvm #

仮想 KVM の設定
はじめる前に
仮想 KVM を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope kvm

KVM コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /kvm # set enabled {yes 仮想 KVM をイネーブルまたはディセーブルに
| no}
します。

ステップ 3

Server /kvm # set encrypted
{yes | no}

暗号化をイネーブルにすると、サーバは KVM
で送信されるすべてのビデオ情報を暗号化しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

Server /kvm # set kvm-port port KVM 通信に使用するポートを指定します。

ステップ 5

Server /kvm # set local-video
{yes | no}

ステップ 6

Server /kvm # set max-sessions 許可されている KVM の同時セッションの最大
sessions
数を指定します。 sessions 引数は、1 ～ 4 の範
囲の整数になります。

ステップ 7

Server /kvm # commit

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

ステップ 8

Server /kvm # show [detail]

（任意）仮想 KVM の設定を表示します。

ローカル ビデオが [yes] である場合、KVM セッ
ションはサーバに接続されているすべてのモニ
タにも表示されます。

次に、仮想 KVM を設定し、その設定を表示する例を示します。
Server# scope kvm
Server /kvm # set enabled yes
Server /kvm *# set encrypted no
Server /kvm *# set kvm-port 2068
Server /kvm *# set max-sessions 4
Server /kvm *# set local-video yes
Server /kvm *# commit
Server /kvm # show detail
KVM Settings:
Encryption Enabled: no
Max Sessions: 4
Local Video: yes
Active Sessions: 0
Enabled: yes
KVM Port: 2068
Server /kvm #

次の作業
GUI から仮想 KVM を起動します。

仮想メディアの設定
はじめる前に
仮想メディアを設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

Server# scope vmedia

仮想メディア コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /vmedia # set
enabled {yes | no}

仮想メディアをイネーブルまたはディセーブルにしま
す。 デフォルトでは、仮想メディアはディセーブルに
なります。
（注）

仮想メディアをディセーブルにすると、仮想
CD、仮想フロッピー、および仮想 HDD デバ
イスがホストから切断されます。

ステップ 3

Server /vmedia # set
encryption {yes | no}

仮想メディアの暗号化をイネーブルまたはディセーブル
にします。

ステップ 4

Server /vmedia # set
low-power-usb-enabled
{yes | no}

低電力USBをイネーブルまたはディセーブルにします。
（注）

UCS VIC P81E カードを持つサーバに ISO を
マッピングしているときに NIC が Cisco Card
モードである場合：
• 低電力 USB をイネーブルにすると、ISO
をマッピングしてホストを再起動した後
にカードがリセットされ、ISO マッピン
グは失われます。 仮想ドライブはブート
の選択メニューに表示されません。
• 低電力 USB をディセーブルにすると、
ISO をマッピングしてホストと CIMC を
再起動した後、ブートの選択メニューに
仮想ドライバが正しく表示されます。

ステップ 5

Server /vmedia # commit トランザクションをシステムの設定にコミットします。

ステップ 6

Server /vmedia # show
[detail]

（任意）仮想メディアの設定を表示します。

次に、仮想メディアの暗号化を設定する例を示します。
Server# scope vmedia
Server /vmedia # set enabled yes
Server /vmedia *# set encryption yes
Server /vmedia *# set low-power-use-enabled no
Server /vmedia *# commit
Server /vmedia # show detail
vMedia Settings:
Encryption Enabled: yes
Enabled: yes
Max Sessions: 1
Active Sessions: 0
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Low Power USB Enabled: no
Server /vmedia #

次の作業
KVM を使用して、仮想メディア デバイスをホストに接続します。

CIMC マップされた vMedia ボリュームの設定
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope vmedia

目的
仮想メディア コマンド モードを開始します。

ステップ 2 Server /vmedia # map-cifs
vMedia の CIFS ファイルをマッピングします。 次を指
{volume-name | remote-share 定する必要があります。
| remote-file-path [mount
• 作成するボリュームの名前
options]
• IP アドレスおよびエクスポートされるディレクト
リを含むリモート共有
• エクスポートされるディレクトリに対応するリモー
ト ファイルのパス。
• （任意）マッピング オプション
• サーバに接続するためのユーザ名とパスワード
ステップ 3 Server /vmedia # map-nfs
vMedia の NFS ファイルをマッピングします。 次を指
{volume-name | remote-share 定する必要があります。
| remote-file-path} [mount
• 作成するボリュームの名前
options]
• IP アドレスおよびエクスポートされるディレクト
リを含むリモート共有
• エクスポートされるディレクトリに対応するリモー
ト ファイルのパス。
• （任意）マッピング オプション
ステップ 4 Server /vmedia # map-www vMedia の HTTPS ファイルをマッピングします。 次を
{volume-name | remote-share 指定する必要があります。
| remote-file-path [mount
• 作成するボリュームの名前
options]
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コマンドまたはアクション

目的
• IP アドレスおよびエクスポートされるディレクト
リを含むリモート共有
• エクスポートされるディレクトリに対応するリモー
ト ファイルのパス。
• （任意）マッピング オプション
• サーバに接続するためのユーザ名とパスワード

次に、CIFS CIMI マップされた vmedia 設定を作成する例を示します。
Server # scope vmedia
Server /vmedia # map-cifs sample-volume //10.10.10.10/project /test/sample
Server username:
Server password: ****
Confirm password: ****
Server /vmedia #

CIMC マップされた vMedia ボリュームのプロパティの表示
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope vmedia

仮想メディア コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /vmedia # show mappings
detail

設定されたすべての vMedia マッピングの
情報を表示します。

次に、設定されたすべての vMedia マッピングのプロパティを表示する例を示します。
Server # scope vmedia
Server /vmedia # show mappings
Volume Map-status
Drive-type
------ ---------- -----------Huu
Rhel

OK
OK

removable
CD

remote-share
remote-file
--------------------- -------------------

mount-type
-----------

http://10.104.236.99/ rhel-server-6.1-x86_6.iso
http://10.104.236.99/ rhel-server-6.1-x86_6.iso

www
www
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CIMC マップされたマウント vMedia ボリュームの削除
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope vmedia

仮想メディア コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /vmedia # unmap volume_name マッピングを解除するボリュームの名前
を指定します。

次に、CIMC マップされた vmedia ボリュームのマッピングを解除する例を示します。
Server # scope vmedia
Server /vmedia # show mappings
Volume Map-status
Drive-type
------ ---------- -----------Huu
Rhel

OK
OK

removable
CD

remote-share
remote-file
--------------------- -------------------

mount-type
-----------

http://10.104.236.99/ rhel-server-6.1-x86_6.iso
http://10.104.236.99/ rhel-server-6.1-x86_6.iso

www
www

Server /vmedia # unmap huu
Server /vmedia # show mappings
Volume Map-status
Drive-type
------ ---------- -----------Rhel

OK

CD

remote-share
remote-file
--------------------- -------------------

mount-type
-----------

http://10.104.236.99/ rhel-server-6.1-x86_6.iso

www

Server /vmedia #

Serial over LAN の管理
Serial Over LAN
Serial over LAN（SoL）は、IP を介した SSH セッションを利用して、管理対象システムのシリア
ル ポートの入力と出力をリダイレクトできるようにするメカニズムです。 SoL は、CIMC 経由で
ホスト コンソールに到達するための手段となります。
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Serial Over LAN に関するガイドラインおよび制約事項
SoL にリダイレクトするには、サーバ コンソールに次の設定が含まれている必要があります。
• シリアル ポート A へのコンソール リダイレクト
• フロー制御なし
• SoL に設定されたのと同じボー レート
• VT-100 terminal type
• レガシー OS のリダイレクトのディセーブル化
SoL セッションは、ブート メッセージなどの行指向の情報や、BIOS 設定メニューなどの文字指向
の画面メニューを表示します。 サーバで Windows などのビットマップ指向表示のオペレーティン
グ システムやアプリケーションが起動されると、SoL セッションによる表示はなくなります。
サーバで Linux などのコマンドライン指向のオペレーティング システム（OS）が起動された場
合、SoL セッションで適切に表示するために OS の追加設定が必要になることがあります。
SoL セッションでは、ファンクション キー F2 を除くキーストロークはコンソールに送信されま
す。 F2 をコンソールに送信するには、Escape キーを押してから 2 を押します。

Serial over LAN の設定
はじめる前に
Serial over LAN（SoL）を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があり
ます。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

Server# scope sol

SoL コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /sol # set enabled このサーバで SoL をイネーブルまたはディセーブルにしま
{yes | no}
す。

ステップ 3

Server /sol # set
システムが SoL 通信に使用するシリアル ボー レートを設定
baud-rate {9600 | 19200 します。
| 38400 | 57600 |
（注）
このボー レートは、サーバのシリアル コンソー
115200}
ルで設定したボー レートと一致する必要がありま
す。

ステップ 4

Server /sol # set
（任意）
comport {com0 | com1 システムが SoL 通信をルーティングするシリアル ポートを
設定します。
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コマンドまたはアク
ション

目的
このフィールドは一部の C シリーズ サーバだけで
使用できます。 使用できない場合、サーバは、
SoL 通信に COM ポート 0 を使用します。
次を指定することができます。
（注）

• [com0]：SoL 通信は、外部デバイスへの物理 RJ45 接続
またはネットワーク デバイスへの仮想 SoL 接続をサ
ポートする、外部からアクセス可能なシリアル ポート
である COM ポート 0 を介してルーティングされます。
このオプションを選択すると、システムは、SoL をイ
ネーブルにし、RJ45 接続をディセーブルにします。こ
れは、サーバが外部シリアル デバイスをサポートでき
なくなることを意味します。
• [com1]：SoL 通信は、SoL だけを介してアクセス可能
な内部ポートである、COM ポート 1 経由でルーティン
グされます。
このオプションを選択した場合、COM ポート 1 上の
SoL および COM ポート 0 上の物理 RJ45 接続を使用で
きます。
（注）

comport 設定を変更すると、既存のすべての SoL
セッションは切断されます。

ステップ 5

Server /sol # commit

トランザクションをシステムの設定にコミットします。

ステップ 6

Server /sol # show
[detail]

（任意）SoL の設定を表示します。

次に、SoL を設定する例を示します。
Server# scope sol
Server /sol # set enabled yes
Server /sol *# set baud-rate 115200
Server /sol *# commit
Server /sol # show
Enabled Baud Rate(bps) Com Port
------- --------------- -------yes
115200
com2
Server /sol # show detail
Serial Over LAN:
Enabled: yes
Baud Rate(bps): 115200
Com Port: com2
Server /sol #
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Serial Over LAN の起動
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# connect host

リダイレクトされたサーバ コンソール ポートへの
Serial over LAN（SoL）接続を開始します。 このコマ
ンドは、どのコマンド モードでも入力できます。

次の作業
SoL セッションを終了するには、CLI セッションを終了する必要があります。 たとえば、SSH 接
続を介した SoL セッションを終了するには、SSH 接続を切断します。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リリー
ス 1.5
OL-28993-03-J

75

リモート プレゼンスの管理
Serial Over LAN の起動

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リ
リース 1.5
76

OL-28993-03-J

第

7

章

ユーザ アカウントの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• ローカル ユーザの設定, 77 ページ
• LDAP サーバ, 79 ページ
• LDAP サーバの設定, 79 ページ
• CIMC での LDAP の設定, 80 ページ
• CIMC での LDAP グループの設定, 82 ページ
• ユーザ セッションの表示, 84 ページ
• ユーザ セッションの終了, 85 ページ

ローカル ユーザの設定
はじめる前に
ローカル ユーザ アカウントを設定または変更するには、admin 権限を持つユーザとしてログイン
する必要があります。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

Server# scope user
usernumber

ユーザ番号 usernumber に対するユーザ コマンド モー
ドを開始します。

ステップ 2

Server /user # set enabled
{yes | no}

CIMC でユーザ アカウントをイネーブルまたはディ
セーブルにします。
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コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 3

Server /user # set name
username

ユーザのユーザ名を指定します。

ステップ 4

Server /user # set password パスワードを 2 回入力するように求められます。

ステップ 5

Server /user # set role
{readonly | user | admin}

ユーザに割り当てるロールを指定します。 ロールに
は、次のものがあります。
• readonly：このユーザは情報を表示できますが、
変更することはできません。
• user：このユーザは、次の操作を実行できます。
• すべての情報を表示する
• 電源のオン、電源再投入、電源のオフなど
の電力制御オプションを管理する
• KVM コンソールと仮想メディアを起動する
• すべてのログをクリアする
• ロケータ LED を切り替える
• admin：このユーザは、GUI、CLI、IPMI で可能
なすべての処理を実行できます。

ステップ 6

Server /user # commit

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

次に、ユーザ 5 を admin として設定する例を示します。
Server# scope user 5
Server /user # set enabled yes
Server /user *# set name john
Server /user *# set password
Please enter password:
Please confirm password:
Server /user *# set role readonly
Server /user *# commit
Server /user # show
User
Name
Role
Enabled
------ ---------------- -------- -------5
john
readonly yes
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LDAP サーバ
CIMC では、情報をディレクトリ内で編成してこの情報へのアクセスを管理するディレクトリ サー
ビスがサポートされます。 CIMC は、ネットワークでディレクトリ情報を保管および保持する
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）をサポートします。 さらに、CIMC は Microsoft Active
Directory（AD）もサポートします。 Active Directory はさまざまなネットワーク サービスを提供
するテクノロジーであり、LDAP と同様のディレクトリ サービス、Kerberos ベースの認証、DNS
ベースの名前付けなどが含まれます。 CIMC は LDAP での Kerberos ベースの認証サービスを利用
します。
CIMC で LDAP がイネーブルになっている場合、ローカル ユーザ データベース内に見つからない
ユーザ アカウントに関するユーザ認証とロール許可は、LDAP サーバによって実行されます。
LDAP ユーザ認証の形式は username@domain.com です。
サーバの Active Directory 設定で暗号化をイネーブルにすることで、LDAP サーバへの送信データ
を暗号化するようサーバに要求できます。

LDAP サーバの設定
CIMC を設定して、LDAP をユーザの認証と許可に使用できます。 LDAP を使用するには、CIMC
のユーザ ロールとロケールを保持する属性を使用してユーザを設定します。 CIMC のユーザ ロー
ルとロケールにマップされた既存の LDAP 属性を使用できます。または、LDAP スキーマを変更
して、属性 ID 1.3.6.1.4.1.9.287247.1 を持つ CiscoAVPair 属性などの新しいカスタム属性を追加でき
ます。

重要

（注）

スキーマの変更の詳細については、http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727064.aspx の記
事を参照してください。

この例では CiscoAVPair という名前のカスタム属性を作成しますが、CIMC のユーザ ロールと
ロケールにマップされた既存の LDAP 属性を使用することもできます。
LDAP サーバに対して次の手順を実行する必要があります。

手順
ステップ 1

LDAP スキーマ スナップインがインストールされていることを確認します。

ステップ 2

スキーマ スナップインを使用して、次のプロパティを持つ新しい属性を追加します。
プロパティ

値

Common Name

CiscoAVPair
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ステップ 3

プロパティ

値

LDAP Display Name

CiscoAVPair

Unique X500 Object ID

1.3.6.1.4.1.9.287247.1

Description

CiscoAVPair

Syntax

Case Sensitive String

スナップインを使用して、ユーザ クラスに CiscoAVPair 属性を追加します。
a) 左ペインで [Classes] ノードを展開し、U を入力してユーザ クラスを選択します。
b) [Attributes] タブをクリックして、[Add] をクリックします。
c) C を入力して CiscoAVPair 属性を選択します。
d) [OK] をクリックします。

ステップ 4

CIMC にアクセスできるようにするユーザに対し、次のユーザ ロール値を CiscoAVPair 属性に追
加します。
ロール

CiscoAVPair 属性値

admin

shell:roles="admin"

user

shell:roles="user"

read-only

shell:roles="read-only"

（注）

属性に値を追加する方法の詳細については、http://technet.microsoft.com/en-us/library/
bb727064.aspx の記事を参照してください。

次の作業
CIMC を使用して LDAP サーバを設定します。

CIMC での LDAP の設定
ローカル ユーザの認証と許可に LDAP サーバを使用するには、CIMC で LDAP を設定します。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

Server# scope ldap

LDAP コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /ldap # set enabled
{yes | no}

LDAP セキュリティをイネーブルまたはディセーブル
にします。 LDAP セキュリティがイネーブルの場合、
ローカル ユーザ データベースにないユーザ アカウン
トに対し、ユーザ認証とロール許可が LDAP によっ
て実行されます。

ステップ 3

Server /ldap # set
LDAP ドメイン名を指定します。
domainLDAP domain name

ステップ 4

Server /ldap # set timeout
seconds

ステップ 5

Server /ldap # set encrypted 暗号化がイネーブルである場合、サーバは AD に送信
{yes | no}
されるすべての情報を暗号化します。

ステップ 6

Server /ldap # set base-dn
domain-name

ステップ 7

Server /ldap # set attribute ユーザのロールとロケール情報を保持する LDAP 属
name
性を指定します。 このプロパティは、常に、名前と
値のペアで指定されます。システムは、ユーザレコー
ドで、この属性名と一致する値を検索します。

LDAP 検索操作がタイムアウトするまで CIMC が待機
する秒数を指定します。 0 ～ 1800 秒の間隔を指定す
る必要があります。

LDAP サーバで検索するベース DN を指定します。

CIMC ユーザ ロールおよびロケールにマップされた
既存の LDAP 属性を使用するか、CiscoAVPair 属性な
ど、次の属性 ID を持つカスタム属性を作成できま
す。
1.3.6.1.4.1.9.287247.1

（注）

このプロパティを指定しない場合、ユーザ
アクセスが拒否されます。

ステップ 8

Server /ldap # set
filter-attribute

アカウント名属性を指定します。 Active Directory を
使用している場合は、このフィールドに
sAMAccountName を指定します。

ステップ 9

Server /ldap # commit

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

ステップ 10

Server /ldap # show [detail] （任意）LDAP の設定を表示します。
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次に、CiscoAVPair 属性を使用して LDAP を設定する例を示します。
Server# scope ldap
Server /ldap # set enabled yes
Server /ldap *# set domain sample-domain
Server /ldap *# set timeout 60
Server /ldap *# set encrypted yes
Server /ldap *# set base-dn example.com
Server /ldap *# set attribute CiscoAVPair
Server /ldap *# set filter-attribute sAMAccountName
Server /ldap *# commit
Server /ldap # show detail
LDAP Settings:
Enabled: yes
Encrypted: yes
Domain: sample-domain
BaseDN: example.com
Timeout: 60
Filter-Attribute: sAMAccountName
Attribute: CiscoAvPair
Server /ldap #

次の作業
グループ許可用に LDAP グループを使用する場合は、CIMC での LDAP グループの設定 を参照し
てください。

CIMC での LDAP グループの設定
（注）

Active Directory（AD）グループ許可をイネーブルにして設定すると、ローカル ユーザ データ
ベースにないユーザや、Active Directory で CIMC の使用を許可されていないユーザに対するグ
ループ レベルでのユーザ認証も行われます。

はじめる前に
• このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• Active Directory（または LDAP）をイネーブルにして、設定する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope ldap

LDAP コマンド モードを開始して、AD を設定しま
す。

ステップ 2

Server /ldap# scope
ldap-group-rule

LDAP グループ ルール コマンド モードを開始して、
AD を設定します。

ステップ 3

Server /ldap/ldap-group-rule # LDAP グループ許可をイネーブルまたはディセーブ
set group-auth {yes | no}
ルにします。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リ
リース 1.5
82

OL-28993-03-J

ユーザ アカウントの管理
CIMC での LDAP グループの設定

コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

Server /ldap # scope
role-group index

設定に使用可能なグループ プロファイルのいずれか
を選択します。ここで、index は 1 から 28 までの数
字です。

ステップ 5

Server /ldap/role-group # set
name group-name

サーバへのアクセスが許可されているグループの名
前を AD データベースに指定します。

ステップ 6

Server /ldap/role-group # set
domain domain-name

グループが存在する必要がある AD ドメインを指定
します。

ステップ 7

Server /ldap/role-group # set この AD グループのすべてのユーザに割り当てられ
role {admin | user | readonly} る権限レベル（ロール）を指定します。 次のいずれ
かになります。
• admin：ユーザは使用可能なすべてのアクショ
ンを実行できます。
• user：ユーザは、次のタスクを実行できます。
◦ すべての情報を表示する
◦ 電源のオン、電源再投入、電源のオフな
どの電力制御オプションを管理する
◦ KVM コンソールと仮想メディアを起動す
る
◦ すべてのログをクリアする
◦ ロケータ LED を切り替え
• readonly：ユーザは情報を表示できますが、変
更はできません。

ステップ 8

Server /ldap/role-group #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

次に、LDAP グループの許可を設定する例を示します。
Server# scope ldap
Server /ldap # scope ldap-group-rule
Server /ldap/ldap-group-rule # set group-auth yes
Server /ldap *# scope role-group 5
Server /ldap/role-group # set name Training
Server /ldap/role-group* # set domain example.com
Server /ldap/role-group* # set role readonly
Server /ldap/role-group* # commit
ucs-c250-M2 /ldap # show role-group
Group Group Name
Domain Name
Assigned Role
------ ------------------------------------1
(n/a)
(n/a)
admin
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2
3
4
5

(n/a)
(n/a)
(n/a)
Training

(n/a)
(n/a)
(n/a)
example.com

user
readonly
(n/a)
readonly

Server /ldap/role-group #

ユーザ セッションの表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

Server# show user-session

現在のユーザ セッションの情報を表示
します。

コマンドの出力には、現在のユーザ セッションに関する次の情報が表示されます。
名前

説明

[Session ID] カラム

セッションの固有識別情報。

[Username] カラム

ユーザのユーザ名。

[IP Address] カラム

ユーザがサーバにアクセスした IP アドレス。

[Type] カラム

ユーザがサーバにアクセスした方法。

[Action] カラム

ユーザ アカウントに admin ユーザ ロールが割り当てられている
場合、関連付けられたユーザ セッションを強制的に終了できる
ときはこのカラムに [Terminate] と表示されます。 それ以外の場
合は、N/A と表示されます。
（注）

このタブから現在のセッションを終了することはでき
ません。

次に、現在のユーザ セッションに関する情報を表示する例を示します。
Server# show user-session
ID
Name
IP Address
Type
Killable
------ ---------------- ----------------- ------------ -------15
admin
10.20.30.138
CLI
yes
Server /user #

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リ
リース 1.5
84

OL-28993-03-J

ユーザ アカウントの管理
ユーザ セッションの終了

ユーザ セッションの終了
はじめる前に
ユーザ セッションを終了するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# show user-session

現在のユーザ セッションの情報を表示します。
終了するユーザ セッションは、終了可能
（killable）であり、独自のセッションではない
ことが必要です。

ステップ 2

Server /user-session # scope
user-session session-number

終了する番号付きのユーザ セッションに対して
ユーザ セッション コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 3

Server /user-session # terminate ユーザ セッションを終了します。

次に、ユーザ セッション 10 の admin がユーザ セッション 15 を終了する例を示します。
Server# show user-session
ID
Name
IP Address
------ ---------------- ----------------10
admin
10.20.41.234
15
admin
10.20.30.138
Server# scope user-session 15
Server /user-session # terminate
User session 15 terminated.

Type
-----------CLI
CLI

Killable
-------yes
yes

Server /user-session #
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章

ネットワーク関連の設定
この章は、次の内容で構成されています。
• サーバ NIC の設定, 87 ページ
• 共通プロパティの設定, 90 ページ
• IPv4 の設定, 91 ページ
• サーバ VLAN の設定, 92 ページ
• ポート プロファイルへの接続, 94 ページ
• ネットワーク インターフェイスの構成, 95 ページ
• ネットワーク セキュリティの設定, 96 ページ
• ネットワーク タイム プロトコルの設定, 98 ページ

サーバ NIC の設定
サーバ NIC
NIC モード
NIC モード設定は、CIMC に到達できるポートを決定します。 プラットフォームに応じて、次の
ネットワーク モード オプションを使用できます。
• [Dedicated]：CIMC へのアクセスに管理ポートを使用します。
• [Shared LOM]：どの LOM（LAN On Motherboard）ポートも、CIMC にアクセスするために使
用できます。
• [Shared LOM 10G]：どの 10G LOM ポートも、CIMC にアクセスするために使用できます。
このオプションを使用できるのは一部のアダプタ カードのみです。
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• [Cisco Card]：アダプタ カードの任意のポートが CIMC にアクセスするために使用できます。
Cisco アダプタ カードは、ネットワーク通信サービス インターフェイス プロトコル（NCSI）
サポートのあるスロットに取り付ける必要があります。
• [Shared LOM Extended]：どの LOM ポートまたはアダプタ カードのポートも CIMC にアクセ
スするために使用できます。 Cisco アダプタ カードは NCSI サポートのあるスロットに取り
付ける必要があります。
NIC 冗長化
選択した NIC モードとプラットフォームに応じて、次の NIC 冗長化オプションを使用できます。
• [none]：設定されている NIC モードに関連付けられた各ポートは個別に動作します。 問題が
発生した場合、ポートはフェールオーバーしません。
• [active-active]：サポートされている場合、設定されている NIC モードに関連付けられたすべ
てのポートは同時に動作します。 これにより、スループットが増加し、CIMC への複数のパ
スが提供されます。
• [active-standby]：設定されている NIC モードに関連付けられたポートで障害が発生した場合、
トラフィックは、その NIC モードに関連付けられている他のポートの 1 つにフェールオー
バーします。

（注）

このオプションを選択する場合は、設定されている NIC モードに関連付けら
れたすべてのポートが同じサブネットに接続され、どのポートが使用されて
もトラフィックの安全が保証されるようにする必要があります。

使用できる冗長化モードは、選択されているネットワーク モードとプラットフォームによって異
なります。 使用可能なモードについては、使用するサーバの 『Hardware Installation Guide』（HIG）
を参照してください。 C シリーズの HIG は次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/
products/ps10493/prod_installation_guides_list.html

サーバ NIC の設定
NIC モードと NIC 冗長化を設定する場合は、サーバの NIC を設定します。

はじめる前に
NIC を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope
network

CIMC ネットワーク コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /cimc/network # set NIC モードを次のいずれかに設定します。
mode {dedicated |
• Dedicated：CIMC へのアクセスに管理イーサネット
shared_lom |
ポートを使用します。
shared_lom_10g |
shipping | cisco_card}
• Shared LOM：CIMC へのアクセスにマザーボードのオ
ンボード LAN（LOM）イーサネット ホスト ポートを
使用します。
（注）
Shared LOM を選択した場合は、すべてのホ
スト ポートが同じサブネットに属すること
を確認してください。
• Shared LOM 10G：CIMC へのアクセスに 10 G LOM イー
サネット ホスト ポートを使用します。
• Shipping：初期接続用の制限付き設定。 通常の操作に
は、別のモードを選択します。
• Cisco Card：CIMC へのアクセスにアダプタ カードの
ポートを使用します。

ステップ 4

Server /cimc/network # set NIC モードが Shared LOM である場合に、NIC 冗長モードを
redundancy {none |
設定します。 冗長モードは、次のいずれかになります。
active-active |
• none：LOM イーサネット ポートは単独で動作し、問
active-standby}
題が生じた場合もフェールオーバーしません。
• active-active：サポートされている場合は、すべての
LOM イーサネット ポートが利用されます。
• active-standby：1 つの LOM イーサネット ポートに障害
が発生すると、トラフィックは別の LOM ポートに
フェールオーバーします。

ステップ 5

Server /cimc/network #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミットします。
（注）

使用可能な NIC モードおよび NIC 冗長モードの
オプションは、お使いのプラットフォームによっ
て異なります。 サーバでサポートされていない
モードを選択すると、変更を保存するときにエ
ラー メッセージが表示されます。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リリー
ス 1.5
OL-28993-03-J

89

ネットワーク関連の設定
共通プロパティの設定

コマンドまたはアク
ション

目的

次に、CIMC ネットワーク インターフェイスを設定する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope
Server /cimc/network
Server /cimc/network
Server /cimc/network

network
# set mode dedicated
*# commit
#

共通プロパティの設定
サーバを説明するには、共通プロパティを使用します。

はじめる前に
共通プロパティを設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope
network

CIMC ネットワーク コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /cimc/network # set
hostname host-name

ホストの名前を指定します。
ホスト名の変更時に、CN を使用した新しい自己署名
証明書を新しいホスト名として作成するかどうかを
確認するプロンプトが表示されます。
プロンプトに y と入力した場合、CN を使用した新し
い自己署名証明書が新しいホスト名として作成され
ます。
プロンプトに n と入力すると、ホスト名だけが変更
され、証明書は生成されません。

ステップ 4

Server /cimc/network #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

次に、コマンドのプロパティを設定する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set hostname Server
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Create new certificate with CN as new hostname? [y|N]
y
New certificate will be generated on committing changes.
All HTTPS and SSH sessions will be disconnected.
Server /cimc/network *# commit
Server /cimc/network #

次の作業
ネットワークへの変更がすぐに適用されます。 CIMC への接続が切断され、再度ログインが必要
な場合があります。 新しい SSH セッションが作成されたため、ホスト キーを確認するプロンプ
トが表示される場合があります。

IPv4 の設定
はじめる前に
IPv4 ネットワークの設定を実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があ
ります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope network

CIMC ネットワーク コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 3

Server /cimc/network # set
dhcp-enabled {yes | no}

CIMC で DHCP を使用するかどうかを選択し
ます。
（注）
DHCP がイネーブルである場合は、
CIMC 用に 1 つの IP アドレスを予
約するように DHCP サーバを設定
することを推奨します。 サーバの
複数のポートを通じて CIMC に到達
できる場合、それらのポートの全範
囲の MAC アドレスに対して 1 つの
IPアドレスを予約する必要がありま
す。

ステップ 4

Server /cimc/network # set v4-addr CIMC の IP アドレスを指定します。
ipv4-address

ステップ 5

Server /cimc/network # set
v4-netmask ipv4-netmask

IP アドレスのサブネット マスクを指定しま
す。

ステップ 6

Server /cimc/network # set
v4-gateway gateway-ipv4-address

IP アドレスのゲートウェイを指定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 7

Server /cimc/network # set
dns-use-dhcp {yes | no}

CIMC が DNS サーバ アドレスを DHCP から
取得するかどうかを選択します。

ステップ 8

Server /cimc/network # set
preferred-dns-server
dns1-ipv4-address

プライマリ DNS サーバの IP アドレスを指定
します。

ステップ 9

Server /cimc/network # set
alternate-dns-server
dns2-ipv4-address

セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを指定
します。

ステップ 10

Server /cimc/network # commit

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

ステップ 11

Server /cimc/network # show
[detail]

（任意）IPv4 ネットワークの設定を表示しま
す。

次に、IPv4 ネットワークの設定を実行し、表示する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set dhcp-enabled yes
Server /cimc/network *# set v4-addr 10.20.30.11
Server /cimc/network *# set v4-netmask 255.255.248.0
Server /cimc/network *# set v4-gateway 10.20.30.1
Server /cimc/network *# set dns-use-dhcp-enabled no
Server /cimc/network *# set preferred-dns-server 192.168.30.31
Server /cimc/network *# set alternate-dns-server 192.168.30.32
Server /cimc/network *# commit
Server /cimc/network # show detail
Network Setting:
IPv4 Address: 10.20.30.11
IPv4 Netmask: 255.255.248.0
IPv4 Gateway: 10.20.30.1
DHCP Enabled: yes
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 192.168.30.31
Alternate DNS: 192.168.30.32
VLAN Enabled: no
VLAN ID: 1
VLAN Priority: 0
Hostname: Server
MAC Address: 01:23:45:67:89:AB
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none
Server /cimc/network #

サーバ VLAN の設定
はじめる前に
サーバ VLAN を設定するには、admin としてログインしている必要があります。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リ
リース 1.5
92

OL-28993-03-J

ネットワーク関連の設定
サーバ VLAN の設定

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope network

CIMC ネットワーク コマンド モードを開
始します。

ステップ 3

Server /cimc/network # set
vlan-enabled {yes | no}

CIMC を VLAN に接続するかどうかを選
択します。

ステップ 4

Server /cimc/network # set vlan-id id VLAN 番号を指定します。

ステップ 5

Server /cimc/network # set
vlan-priority priority

VLAN でのこのシステムのプライオリ
ティを指定します。

ステップ 6

Server /cimc/network # commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

ステップ 7

Server /cimc/network # show [detail] （任意）ネットワークの設定を表示しま
す。

次に、サーバ VLAN を設定する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set vlan-enabled yes
Server /cimc/network *# set vlan-id 10
Server /cimc/network *# set vlan-priority 32
Server /cimc/network *# commit
Server /cimc/network # show detail
Network Setting:
IPv4 Address: 10.20.30.11
IPv4 Netmask: 255.255.248.0
IPv4 Gateway: 10.20.30.1
DHCP Enabled: yes
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 192.168.30.31
Alternate DNS: 192.168.30.32
VLAN Enabled: yes
VLAN ID: 10
VLAN Priority: 32
Hostname: Server
MAC Address: 01:23:45:67:89:AB
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none
Server /cimc/network #
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ポート プロファイルへの接続
（注）

ポート プロファイルまたは VLAN を設定できますが、両方を使用することはできません。
ポート プロファイルを使用する場合は、set vlan-enabled コマンドが No に設定されていること
を確認します。

はじめる前に
ポート プロファイルに接続するには、admin としてログインしている必要があります。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope
network

CIMC ネットワーク コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /cimc/network # set
port-profile
port_profile_name

Cisco UCS VIC1225 仮想インターフェイス カードな
ど、サポートされているアダプタ カード上の管理イン
ターフェイス、仮想イーサネット、VIF を設定するた
めにポート プロファイル CIMC を使用するように指定
します。
最大 80 文字の英数字を入力します。 -（ハイフン）と
_（アンダースコア）を除き、スペースなどの特殊文
字は使用できません。 ポート プロファイル名をハイ
フンで始めることもできません。
（注）

ポート プロファイルは、このサーバが接続
されているスイッチに定義されている必要
があります。

ステップ 4

Server /cimc/network #
commit

ステップ 5

Server /cimc/network # show （任意）
[detail]
ネットワーク設定を表示します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

次に、ポート プロファイル abcde12345 に接続する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # set port-profile abcde12345
Server /cimc/network *# commit
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Server /cimc/network # show detail
Network Setting:
IPv4 Address: 10.193.66.174
IPv4 Netmask: 255.255.248.0
IPv4 Gateway: 10.193.64.1
DHCP Enabled: no
Obtain DNS Server by DHCP: no
Preferred DNS: 0.0.0.0
Alternate DNS: 0.0.0.0
VLAN Enabled: no
VLAN ID: 1
VLAN Priority: 0
Port Profile: abcde12345
Hostname: Server
MAC Address: 50:3D:E5:9D:63:3C
NIC Mode: dedicated
NIC Redundancy: none
Server /cimc/network #

ネットワーク インターフェイスの構成
ネットワーク インターフェイス設定の概要
CIMC 管理ポートのネットワーク速度とデュプレックス モードを設定するために、このサポート
が追加されています。 自動ネゴシエート モードおよびデュプレックス モードは、専用モードで
のみ設定できます。自動ネゴシエートモードが有効な場合、システムはデュプレックスの設定を
無視し、ネットワーク速度はスイッチでの速度設定に応じて 1000 Mbps または 100 Mbps に設定さ
れます。 自動ネゴシエーション モードが無効の場合、デュプレックスを [Full] または [Half] に設
定でき、デフォルト速度 100 Mbps が設定されて、デュプレックスは以前の値を保持します。
CIMC を出荷時デフォルトにリセットすると、[Shared LOM Extended] モードは速度 100 Mbps の
[Full] デュプレックス モードに設定され、自動ネゴシエーション モードがディセーブルになりま
す。 設定を [Dedicated] モードに変更するときに、自動ネゴシエーション モードをイネーブルに
できます。

インターフェイス プロパティの設定
速度またはデュプレックスの不一致を回避するために、スイッチの設定を CIMC 設定と一致させ
る必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server # scope cimc

ステップ 2

Server/cimc # scope network ネットワーク コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server/cimc/network* # set
mode dedicated

CIMC コマンド モードを開始します。

dedicated コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

Server/cimc/network # set
auto-negotiate {yes | no}

自動ネゴシエーション コマンド モードをイネーブ
ルまたはディセーブルにします。
• yes を入力すると、デュプレックスの設定はシ
ステムによって無視されます。 CIMC は、ス
イッチで設定された速度を保持します。
• no を入力すると、デュプレックスを設定でき
ます。 設定しない場合、デフォルト速度 100
Mbps が適用され、以前のデュプレックスの値
が保持されます。

ステップ 5

Server/cimc/network* # set
duplex {full | half}

指定されたデュプレックス モードのタイプを設定し
ます。 デフォルトでは、デュプレックス モードは
[Full] に設定されます。

次に、インターフェイス プロパティを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
Server # scope cimc
Server/cimc # scope network
Server/cimc/network* # set mode dedicated
Server/cimc/network # set auto-negotiate no
Warning: You have chosen to set auto negotiate to no
If speed and duplex are not set then a default speed of 100Mbps will be applied
Duplex will retain its previous value
Server/cimc/network* # commit
Server/cimc/network # set duplex full
Server/cimc/network* # commit
Server/cimc/network #

ネットワーク セキュリティの設定
ネットワーク セキュリティ
CIMC は、IP ブロッキングをネットワーク セキュリティとして使用します。 IP ブロッキングは、
サーバまたは Web サイトと、特定の IP アドレスまたはアドレス範囲との間の接続を防ぎます。
IP ブロッキングは、これらのコンピュータから Web サイト、メール サーバ、またはその他のイ
ンターネット サーバへの不要な接続を効果的に禁止します。
禁止 IP の設定は、一般的に、Denial of Service（DoS; サービス拒絶）攻撃から保護するために使用
されます。 CIMC は、IP ブロッキングの失敗回数を設定して、IP アドレスを禁止します。

ネットワーク セキュリティの設定
IP ブロッキングの失敗回数を設定する場合は、ネットワーク セキュリティを設定します。
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はじめる前に
ネットワーク セキュリティを設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要が
あります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope network

CIMC ネットワーク コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 3

Server /cimc/network # scope
ipblocking

IP ブロッキング コマンド モードを開始します。

ステップ 4

Server /cimc/network/ipblocking IP ブロッキングをイネーブルまたはディセーブ
# set enabled {yes | no}
ルにします。

ステップ 5

Server /cimc/network/ipblocking 指定された時間ユーザがロックアウトされる前
# set fail-count fail-count
に、ユーザが試行できるログインの失敗回数を
設定します。
この回数のログイン試行失敗は、[IP Blocking Fail
Window] フィールドで指定されている期間内に
発生する必要があります。
3 ～ 10 の範囲の整数を入力します。

ステップ 6

Server /cimc/network/ipblocking ユーザをロックアウトするためにログイン試行
# set fail-window fail-seconds の失敗が発生する必要のある期間（秒数）を設
定します。
60 ～ 120 の範囲の整数を入力します。

ステップ 7

Server /cimc/network/ipblocking ユーザが指定されている期間内にログイン試行
# set penalty-time
の最大回数を超えた場合に、ユーザがロックア
penalty-seconds
ウトされている秒数を設定します。
300 ～ 900 の範囲の整数を入力します。

ステップ 8

Server /cimc/network/ipblocking トランザクションをシステムの設定にコミット
# commit
します。

次に、IP ブロッキングを設定する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # scope ipblocking
Server /cimc/network/ipblocking # set enabled yes
Server /cimc/network/ipblocking *# set fail-count 5
Server /cimc/network/ipblocking *# set fail-window 90
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Server /cimc/network/ipblocking *# set penalty-time 600
Server /cimc/network/ipblocking *# commit
Server /cimc/network/ipblocking #

ネットワーク タイム プロトコルの設定
ネットワーク タイム プロトコル設定の設定
デフォルトでは、CIMC がリセットされると、ホストと時刻が同期されます。 NTP サービスを導
入すると、CIMC を設定して NTP サーバで時刻を同期することができます。 デフォルトでは、
NTP サーバは CIMC で動作しません。 少なくとも 1 台、最大 4 台の、NTP サーバまたは時刻源
サーバとして動作するサーバの IP/DNS アドレスを指定し、NTP サービスをイネーブルにして設
定する必要があります。 NTP サービスをイネーブルにすると、CIMC は設定された NTP サーバと
時刻を同期します。 NTP サービスは CIMC でのみ変更できます。

（注）

NTP サービスをイネーブルにするには、DNS アドレスではなく、サーバの IP アドレスを指定
することを推奨します。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope network

ネットワーク コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /cimc/network # scope ntp NTP サービス コマンド モードを開始します。

ステップ 4

Server /cimc/network/ntp # set
enabled yes

サーバの NTP サービスをイネーブルにしま
す。

ステップ 5

Server /cimc/network/ntp* #
commit

トランザクションをコミットします。

ステップ 6

Server /cimc/network/ntp # set
server-1 10.120.33.44

NTP サーバまたは時刻源サーバとして機能す
る 4 台のサーバのうち 1 台のサーバの IP/DNS
アドレスを指定します。

ステップ 7

Server /cimc/network/ntp # set
server-2 10.120.34.45

NTP サーバまたは時刻源サーバとして機能す
る 4 台のサーバのうち 1 台のサーバの IP/DNS
アドレスを指定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8

Server /cimc/network/ntp # set
server-3 10.120.35.46

NTP サーバまたは時刻源サーバとして機能す
る 4 台のサーバのうち 1 台のサーバの IP/DNS
アドレスを指定します。

ステップ 9

Server /cimc/network/ntp # set
server-4 10.120.36.48

NTP サーバまたは時刻源サーバとして機能す
る 4 台のサーバのうち 1 台のサーバの IP/DNS
アドレスを指定します。

ステップ 10

Server /cimc/network/ntp # commit トランザクションをコミットします。

次に、NTP サービスを設定する例を示します。
Server # scope cimc
Server /cimc # scope network
Server /cimc/network # scope ntp
Server /cimc/network/ntp # set enabled yes
Warning: IPMI Set SEL Time Command will be
disabled if NTP is enabled.
Do you wish to continue? [y|N]
y
Server /cimc/network/ntp* # commit
Server /cimc/network/ntp # set server-1 10.120.33.44
Server /cimc/network/ntp* # set server-2 10.120.34.45
Server /cimc/network/ntp* # set server-3 10.120.35.46
Server /cimc/network/ntp* # set server-4 10.120.36.48
Server /cimc/network/ntp* # commit
Server /cimc/network/ntp #
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章

ネットワーク アダプタの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco UCS C シリーズ ネットワーク アダプタの概要, 101 ページ
• ネットワーク アダプタのプロパティの表示, 103 ページ
• ネットワーク アダプタのプロパティの設定, 104 ページ
• vHBA の管理, 105 ページ
• vNIC の管理, 119 ページ
• VM FEX の管理, 139 ページ
• ストレージ アダプタの管理, 145 ページ
• アダプタ設定のバックアップと復元, 159 ページ
• アダプタ ファームウェアの管理, 161 ページ
• アダプタのリセット, 163 ページ

Cisco UCS C シリーズ ネットワーク アダプタの概要
（注）

この章の手順は、Cisco UCS C シリーズ ネットワーク アダプタがシャーシに設置される場合に
のみ使用できます。
Cisco UCS C シリーズ ネットワーク アダプタを設置することで、I/O の統合と仮想化をサポート
するためのオプションが提供されます。 次のアダプタを使用できます。
• Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS VIC1225 仮想インターフェイス カード
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対話型の UCS ハードウェアおよびソフトウェア相互運用性ユーティリティを使用すると、選択し
たサーバモデルとソフトウェアリリース用のサポートされているコンポーネントと構成を表示で
きます。 このユーティリティは次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/web/techdoc/ucs/
interoperability/matrix/matrix.html
Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カード
Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カードは、仮想化された環境、物理環境のモビリティ強化
を求めている組織、および NIC、HBA、ケーブル配線、スイッチの減少によるコスト削減と管理
オーバーヘッドの軽減を目指しているデータセンターに対して最適化されています。 Fibre Channel
over Ethernet（FCoE）PCIe カードには、次の利点があります。
• ジャストインタイムのプロビジョニングを使用して、最大で 16 個の仮想ファイバ チャネル
と 16 個のイーサネット アダプタを仮想化または非仮想化環境でプロビジョニングできます。
それにより、システムの柔軟性が大幅に向上するとともに、複数の物理アダプタを統合する
ことが可能になります。
• 仮想化を全面的にサポートしたドライバ（Cisco VN-Link テクノロジーとパススルー スイチ
ングのハードウェアベースの実装を含む）。
• ネットワーク ポリシーとセキュリティの可視性およびポータビリティが、仮想マシンにまで
わたる全域で提供されることにより、システムのセキュリティおよび管理性が向上します。
仮想インターフェイス カードは、親ファブリック インターコネクトに対して Cisco VN-Link 接続
を確立します。それにより、仮想マシン内の仮想 NIC を仮想リンクでインターコネクトに接続で
きるようになります。 Cisco Unified Computing System 環境では、仮想リンクを管理し、ネットワー
ク プロファイルを適用することができます。また、仮想マシンがシステム内のサーバ間を移動す
るときに、インターフェイスを動的に再プロビジョニングできます。
Cisco UCS VIC1225 仮想インターフェイス カード
Cisco UCS VIC1225 仮想インターフェイス カードは、サーバ仮想化によって導入される種々の新
しい動作モードを高速化する、高性能の統合型ネットワーク アダプタです。 優れた柔軟性、パ
フォーマンス、帯域幅を新世代の Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバに提供します。
Cisco UCS VIC 1225 は、仮想ネットワーキングと物理ネットワーキングを単一のインフラストラ
クチャに統合する Cisco 仮想マシン ファブリック エクステンダ（VM-FEX）を実装しています。
これにより、物理ネットワークから仮想マシンへのアクセスに対する可視性と、物理サーバと仮
想サーバに対する一貫したネットワーク運用モデルの実現が可能になります。 仮想化環境では、
この高度に設定可能な自己仮想化アダプタにより、Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバ
に統合モジュラ LAN インターフェイスを提供します。 その他の機能と特長には次のようなもの
があります。
• 最大 256 台の PCle 仮想デバイス、仮想ネットワーク インターフェイス カード（vNIC）また
は仮想ホスト バス アダプタ（vHBA）のサポート、高い I/O 処理/秒（IOPS）、ロスレス イー
サネットのサポート、サーバへの 20 Gbps の接続を提供。
• PCIe Gen2 x16 により、ファブリック インターコネクトへの冗長パスを通じてネットワーク
集約型アプリケーションのホスト サーバに適切な帯域幅を確実に提供。
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• シスコ認定のサードパーティ製アダプタ用にサーバのフルハイト スロットが確保されたハー
フハイト設計。
• Cisco UCS Manager による一元管理。Microsoft Windows、Red Hat Enterprise Linux、SUSE
Linux、VMware vSphere、および Citrix XenServer をサポート。

ネットワーク アダプタのプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # show adapter
[index] [detail]

アダプタのプロパティを表示します。 1 つのア
ダプタのプロパティを表示するには、index 引
数として PCI スロット番号を指定します。

次に、アダプタ 2 のプロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
PCI Slot Product Name
Serial Number Product ID
Vendor
-------- -------------- -------------- -------------- -------------------1
UCS VIC 1225
FCH1613796C
UCSC-PCIE-C... Cisco Systems Inc
Server /chassis # show adapter 2 detail
PCI Slot 2:
Product Name: UCS VIC 1225
Serial Number: FCH1613796C
Product ID: UCSC-PCIE-CSC-02
Adapter Hardware Revision: 4
Current FW Version: 2.1(0.291)
NIV: Disabled
FIP: Enabled
Configuration Pending: no
CIMC Management Enabled : no
VID: V00
Vendor: Cisco Systems Inc
Description:
Bootloader Version: 2.1(0.291)
FW Image 1 Version: 2.1(0.291)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 1.6(0.547)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
FW Update Status: Idle
FW Update Error: No error
FW Update Stage: No operation (0%)
FW Update Overall Progress: 0%
Server /chassis #
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ネットワーク アダプタのプロパティの設定
はじめる前に
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
• サポートされている仮想インターフェイスカード（VIC）がシャーシに装着されていて、サー
バの電源がオンになっている必要があります。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # show
adapter

（任意）使用可能なアダプタ デバイスを表示します。

ステップ 3

Server /chassis # scope
adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装着されているア
ダプタ カードに対してコマンド モードを開始します。
（注）

ステップ 4

Server /chassis/adapter # set アダプタ カードで FCoE Initialization Protocol（FIP）を
fip-mode {disable | enable} イネーブルまたはディセーブルにします。 FIP はデフォ
ルトで有効になっています。
（注）

ステップ 5

アダプタの設定を表示または変更する前に、
サーバの電源をオンにしておく必要がありま
す。

テクニカルサポートの担当者から明確に指示
された場合にだけ、このオプションをディ
セーブルにすることを推奨します。

Server /chassis/adapter # set アダプタ カードで Network Interface Virtualization（NIV）
niv-mode {disable | enable} をイネーブルまたはディセーブルにします。 NIV はデ
フォルトで無効になっています。
NIV モードがイネーブルな場合、vNIC は以下の操作を
実行できます。
• 特定のチャネルに割り当てることができます
• ポート プロファイルに関連付けることができます
• 通信の問題がある場合に別の vNIC にフェールオー
バーできます
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 6

Server /chassis/adapter #
NIV モードがイネーブルの場合、port-count には CIMC
configure-vmfex port-count を使用して作成する VM FEX インターフェイスの数を
0 ～ 112 の範囲で指定します。

ステップ 7

Server /chassis/adapter #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミットします。

次に、アダプタ 1 のプロパティを設定する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope
Server /chassis/adapter
Server /chassis/adapter
Server /chassis/adapter

adapter 1
# set fip-mode enable
*# commit
#

vHBA の管理
vHBA 管理のガイドライン
vHBA を管理する場合は、次のガイドラインと制限事項を考慮してください。
• Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カード および Cisco UCS VIC1225 仮想インターフェ
イス カードには 2 つの vHBA（fc0 と fc1）があります。 これらのアダプタ カードに最大 16
個の vHBA を追加作成できます。

（注）

アダプタに対してネットワーク インターフェイスの仮想化（NIV）モードが
イネーブルになっている場合は、vHBA を作成するときにチャネル番号を割り
当てる必要があります。

• FCoE アプリケーションで Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カード または Cisco UCS
VIC1225 仮想インターフェイス カードを使用している場合は、vHBA を FCoE VLAN に関連
付ける必要があります。 vHBA のプロパティの変更, （107 ページ）の説明に従って FCoE
VLAN を割り当ててください。
• 設定の変更後は、その設定を有効にするためにホストをリブートする必要があります。
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vHBA のプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter
index

index で指定した PCI スロット番号に装着されて
いるアダプタ カードに対してコマンド モードを
開始します。
（注）

ステップ 3

Server /chassis/adapter # show
host-fc-if [fc0 | fc1 | name]
[detail]

アダプタの設定を表示または変更する
前に、サーバの電源をオンにしておく
必要があります。

指定した単一の vHBA またはすべての vHBA の
プロパティを表示します。

次に、アダプタ カード 1 上のすべての vHBA および fc0 の詳細なプロパティを表示する例を示し
ます。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # show host-fc-if
Name
World Wide Port Name
FC SAN Boot
-------- ------------------------ ----------fc0
20:00:00:22:BD:D6:5C:35 Disabled
fc1
20:00:00:22:BD:D6:5C:36 Disabled

Uplink Port
----------0
1

Server /chassis/adapter # show host-fc-if fc0 detail
Name fc0:
World Wide Node Name: 10:00:00:22:BD:D6:5C:35
World Wide Port Name: 20:00:00:22:BD:D6:5C:35
FC SAN Boot: Disabled
Persistent LUN Binding: Disabled
Uplink Port: 0
MAC Address: 00:22:BD:D6:5C:35
CoS: 3
VLAN: NONE
Rate Limiting: OFF
PCIe Device Order: ANY
EDTOV: 2000
RATOV: 10000
Maximum Data Field Size: 2112
Channel Number: 3
Port Profile:
Server /chassis/adapter #
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vHBA のプロパティの変更
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # show adapter

（任意）使用可能なアダプタ デバイスを表示
します。

ステップ 3

Server /chassis # scope adapter index index で指定した PCI スロット番号に装着され
ているアダプタ カードに対してコマンド モー
ドを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更す
る前に、サーバの電源をオンにして
おく必要があります。

ステップ 4

Server /chassis/adapter # scope host-fc-if 指定した vHBA に対してホスト ファイバ チャ
{fc0 | fc1 | name}
ネル インターフェイス コマンド モードを開
始します。

ステップ 5

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
wwnn wwnn

アダプタの一意のワールド ワイド ノード名
（WWNN）を hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh の形式
で指定します。
このコマンドで指定しない場合、WWNN は
システムによって自動的に生成されます。

ステップ 6

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
wwpn wwpn

アダプタの一意のワールド ワイド ポート名
（WWPN）を hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh の形式
で指定します。
このコマンドで指定しない場合、WWPN はシ
ステムによって自動的に生成されます。

ステップ 7

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
boot {disable | enable}

FC SAN ブートを有効または無効にします。
デフォルトは無効です。

ステップ 8

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
persistent-lun-binding {disable |
enable}

永続的な LUN バインディングを有効または
無効にします。 デフォルトは無効です。

ステップ 9

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
mac-addr mac-addr

vHBA の MAC アドレスを指定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
vlan {none | vlan-id}

この vHBA のデフォルトの VLAN を指定しま
す。 有効な VLAN 番号は 1 ～ 4094 です。デ
フォルトは none です。

ステップ 11

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
cos cos-value

受信パケットにマークされるサービス クラス
（CoS）値を指定します。この設定は、vHBA
がホスト CoS を信頼するように設定されてい
ない場合に限り有効です。 有効な CoS 値は 0
～ 6 です。デフォルトは 0 です。 値が大きい
ほど重要なトラフィックであることを意味し
ます。
この設定は NIV モードでは機能しません。

ステップ 12

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
rate-limit {off | rate}

vHBA の最大データ レートを指定します。 指
定できる範囲は 1 ～ 10000 Mbps です。デフォ
ルトは off です。
この設定は NIV モードでは機能しません。

ステップ 13

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
order {any | 0-99}

PCIe バスのデバイス番号割り当てについて、
このデバイスの相対順序を指定します。デフォ
ルトは any です。

ステップ 14

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
error-detect-timeout msec

Error Detect TimeOut Value（EDTOV）を指定
します。エラーが発生したとシステムが見な
すまでに待機するミリ秒数です。 指定できる
値の範囲は、1000 ～ 100000 です。デフォル
トは、2000 ミリ秒です。

ステップ 15

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
resource-allocation-timeout msec

Resource Allocation TimeOut Value（RATOV）
を指定します。リソースを適切に割り当てる
ことができないとシステムが見なすまでに待
機するミリ秒数です。 指定できる値の範囲
は、5000 ～ 100000 です。デフォルトは、
10000 ミリ秒です。

ステップ 16

Server /chassis/adapter/host-fc-if # set
max-field-size size

vHBA がサポートするファイバ チャネル フ
レーム ペイロードの最大サイズ（バイト数）
を指定します。 指定できる値の範囲は 1 ～
2112 です。デフォルトは 2112 バイトです。

ステップ 17

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル エラー回復コマンド モー
error-recovery
ドを開始します。
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目的

ステップ 18

Server
FCP エラー回復を有効または無効にします。
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery デフォルトは無効です。
# set fcp-error-recovery {disable |
enable}

ステップ 19

Server
リンク ダウン タイムアウト値を指定します。
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery アップリンク ポートがダウンし、ファブリッ
# set link-down-timeout msec
ク接続が失われていることをシステムに通知
する前に、アップリンク ポートがオフライン
になっていなければならないミリ秒数です。
指定できる値の範囲は、0 ～ 240000 です。デ
フォルトは、30000 ミリ秒です。

ステップ 20

Server
ポート ダウン I/O 再試行回数値を指定しま
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery す。ポートが使用不可能であるとシステムが
# set port-down-io-retry-count count 判断する前に、そのポートへの I/O 要求がビ
ジー状態を理由に戻される回数です。 指定で
きる値の範囲は、0 ～ 255 です。デフォルト
は、8 回です。

ステップ 21

Server
ポート ダウン タイムアウト値を指定します。
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery リモート ファイバ チャネル ポートが使用不
# set port-down-timeout msec
可能であることを SCSI 上位層に通知する前
に、そのポートがオフラインになっていなけ
ればならないミリ秒数です。 指定できる値の
範囲は、0 ～ 240000 です。デフォルトは、
10000 ミリ秒です。

ステップ 22

Server
ホスト ファイバ チャネル インターフェイス
/chassis/adapter/host-fc-if/error-recovery コマンド モードを終了します。
# exit

ステップ 23

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope 割り込みコマンド モードを開始します。
interrupt

ステップ 24

Server
ファイバ チャネル割り込みモードを指定しま
/chassis/adapter/host-fc-if/interrupt # set す。 次のモードがあります。
interrupt-mode {intx | msi | msix}
• intx：ラインベースの割り込み（INTx）
• msi：メッセージ シグナル割り込み
（MSI）
• msix：機能拡張されたメッセージ シグナ
ル割り込み（MSIx）。 これは推奨オプ
ションであり、デフォルトになっていま
す。
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目的

ステップ 25

Server
ホスト ファイバ チャネル インターフェイス
/chassis/adapter/host-fc-if/interrupt # exit コマンド モードを終了します。

ステップ 26

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル ポート コマンド モードを
port
開始します。

ステップ 27

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port # I/O スロットル数を指定します。vHBA 内に同
set outstanding-io-count count
時に保留可能な I/O 操作の数です。 指定でき
る値の範囲は、1 ～ 1024 です。デフォルト
は、512 個の操作です。

ステップ 28

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port # ターゲットあたりの論理ユニット番号
set max-target-luns count
（LUN）の最大数を指定します。ドライバで
検出される LUN の最大数です。 通常は、オ
ペレーティング システム プラットフォームの
制限です。 指定できる値の範囲は、1 ～ 1024
です。デフォルトは、256 個の LUN です。

ステップ 29

Server /chassis/adapter/host-fc-if/port # ホスト ファイバ チャネル インターフェイス
exit
コマンド モードを終了します。

ステップ 30

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル ファブリック ログイン コ
port-f-logi
マンド モードを開始します。

ステップ 31

Server
ファブリック ログイン（FLOGI）の再試行回
/chassis/adapter/host-fc-if/port-f-logi # 数値を指定します。システムがファブリック
set flogi-retries {infinite | count}
へのログインを最初に失敗してから再試行す
る回数です。 0 ～ 4294967295 の数値を入力す
るか、infinite を入力します。デフォルトは無
限（infinite）の再試行です。

ステップ 32

Server
ファブリック ログイン（FLOGI）タイムアウ
/chassis/adapter/host-fc-if/port-f-logi # ト値を指定します。システムがログインを再
set flogi-timeout msec
試行する前に待機するミリ秒数です。 指定で
きる値の範囲は、1 ～ 255000 です。デフォル
トは、2000 ミリ秒です。

ステップ 33

Server
ホスト ファイバ チャネル インターフェイス
/chassis/adapter/host-fc-if/port-f-logi # コマンド モードを終了します。
exit

ステップ 34

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル ポート ログイン コマンド
port-p-logi
モードを開始します。

ステップ 35

Server
ポート ログイン（PLOGI）の再試行回数値を
/chassis/adapter/host-fc-if/port-p-logi # 指定します。システムがファブリックへのロ
set plogi-retries count
グインを最初に失敗してから再試行する回数
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目的
です。 指定できる値の範囲は、0 ～ 255 です。
デフォルトは、8 回です。

ステップ 36

Server
ポート ログイン（PLOGI）タイムアウト値を
/chassis/adapter/host-fc-if/port-p-logi # 指定します。システムがログインを再試行す
set plogi-timeout msec
る前に待機するミリ秒数です。 指定できる値
の範囲は、1 ～ 255000 です。デフォルトは、
2000 ミリ秒です。

ステップ 37

Server
ホスト ファイバ チャネル インターフェイス
/chassis/adapter/host-fc-if/port-p-logi # コマンド モードを終了します。
exit

ステップ 38

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope SCSI I/O コマンド モードを開始します。
scsi-io

ステップ 39

Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io 割り当てる Command Descriptor Block（CDB）
# set cdb-wq-count count
送信キュー リソースの数です。 指定できる値
の範囲は 1 ～ 8 です。デフォルトは 1 です。

ステップ 40

Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io Command Descriptor Block（CDB）送信キュー
# set cdb-wq-ring-size size
内の記述子の数。 指定できる値の範囲は 64
～ 512 です。デフォルトは 512 です。

ステップ 41

Server /chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io ホスト ファイバ チャネル インターフェイス
# exit
コマンド モードを終了します。

ステップ 42

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル送信キュー コマンド モー
trans-queue
ドを開始します。

ステップ 43

Server
ファイバ チャネル送信キュー内の記述子の
/chassis/adapter/host-fc-if/trans-queue # 数。 指定できる値の範囲は 64 ～ 128 です。
set fc-wq-ring-size size
デフォルトは 64 です。

ステップ 44

Server
ホスト ファイバ チャネル インターフェイス
/chassis/adapter/host-fc-if/trans-queue # コマンド モードを終了します。
exit

ステップ 45

Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope ファイバ チャネル受信キュー コマンド モー
recv-queue
ドを開始します。

ステップ 46

Server
ファイバ チャネル受信キュー内の記述子の
/chassis/adapter/host-fc-if/recv-queue # 数。 指定できる値の範囲は 64 ～ 128 です。
set fc-rq-ring-size size
デフォルトは 64 です。

ステップ 47

Server
ホスト ファイバ チャネル インターフェイス
/chassis/adapter/host-fc-if/recv-queue # コマンド モードを終了します。
exit
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ステップ 48

コマンドまたはアクション

目的

Server /chassis/adapter/host-fc-if #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。
（注）

変更は次回のサーバ リブート時に
有効になります。

次の例では、vHBA のプロパティを設定しています。
Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
PCI Slot Product Name
Serial Number Product ID
Vendor
-------- -------------- -------------- -------------- -------------------1
UCS VIC P81E
QCI1417A0QK
N2XX-ACPCI01
Cisco Systems Inc
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server

/chassis # scope adapter 1
/chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
/chassis/adapter/host-fc-if # set boot enable
/chassis/adapter/host-fc-if *# scope scsi-io
/chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io *# set cdb-wq-count 2
/chassis/adapter/host-fc-if/scsi-io *# exit
/chassis/adapter/host-fc-if *# commit
/chassis/adapter/host-fc-if #

次の作業
サーバをリブートして変更を適用します。

vHBA の作成
アダプタは 2 つの固定 vHBA を備えています。 NIV モードがイネーブルの場合、最大 16 個の追
加 vHBA を作成できます。

はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope chassis

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter index で指定した PCI スロット番号に装着されている
index
アダプタ カードに対してコマンド モードを開始しま
す。

シャーシ コマンド モードを開始します。

（注）

アダプタの設定を表示または変更する前
に、サーバの電源をオンにしておく必要が
あります。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 3

Server /chassis/adapter #
create host-fc-if name

ステップ 4

Server
（任意）
/chassis/adapter/host-fc-if # set アダプタで NIV モードがイネーブルになっている場
channel-number number
合、この vHBA にチャネル番号を割り当てる必要が
あります。 指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。

ステップ 5

Server
/chassis/adapter/host-fc-if #
commit

vHBA を作成し、ホストのファイバ チャネル イン
ターフェイスのコマンド モードを開始します。 name
引数には最大 32 文字の ASCII 文字を使用できます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。
（注）

変更は次回のサーバ リブート時に有効に
なります。

次に、アダプタ 1 の vHBA を作成する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # create host-fc-if Vhba5
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# commit
New host-fc-if settings will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-fc-if #

次の作業
• サーバをリブートして vHBA を作成します。
• 設定の変更が必要な場合は、vHBA のプロパティの変更, （107 ページ）の説明に従って、新
しい vHBA を設定します。

vHBA の削除
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope
adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装着されてい
るアダプタ カードに対してコマンド モードを開始
します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更する前
に、サーバの電源をオンにしておく必要
があります。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 3

ステップ 4

Server /chassis/adapter # delete 指定された vHBA を削除します。
host-fc-if name
（注）
2 つのデフォルトの vHBA である [fc0] ま
たは [fc1] は削除できません。
Server /chassis/adapter #
トランザクションをシステムの設定にコミットしま
commit
す。
（注）

変更は次回のサーバ リブート時に有効に
なります。

次に、アダプタ 1 の vHBA を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope
Server /chassis/adapter
Server /chassis/adapter
Server /chassis/adapter

adapter 1
# delete host-fc-if Vhba5
*# commit
#

vHBA ブート テーブル
vHBA ブート テーブルには、サーバがブート可能な LUN を 4 つまで指定できます。

ブート テーブルの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter index で指定した PCI スロット番号に装着されて
index
いるアダプタ カードに対してコマンド モードを
開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更する
前に、サーバの電源をオンにしておく
必要があります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # scope
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}

ステップ 4

Server /chassis/adapter/host-fc-if ファイバチャネルインターフェイスのブートテー
# show boot
ブルを表示します。

指定した vHBA に対してホスト ファイバ チャネ
ル インターフェイス コマンド モードを開始しま
す。
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次に、vHBA のブート テーブルを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # show boot
Boot Table Entry Boot Target WWPN
Boot LUN ID
----------------- -------------------------- -----------0
20:00:00:11:22:33:44:55
3
1
20:00:00:11:22:33:44:56
5
Server /chassis/adapter/host-fc-if #

ブート テーブル エントリの作成
最大 4 個のブート テーブル エントリを作成できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter index で指定した PCI スロット番号に装着されてい
index
るアダプタ カードに対してコマンド モードを開始
します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更する前
に、サーバの電源をオンにしておく必要
があります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # scope 指定した vHBA に対してホスト ファイバ チャネル
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}
インターフェイス コマンド モードを開始します。

ステップ 4

Server /chassis/adapter/host-fc-if ブート テーブル エントリを作成します。
# create-boot-entry wwpn
• wwpn：ブート ターゲットの
lun-id
「hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh」形式の World Wide
Port Name（WWPN）。
• lun-id：ブート LUN の LUN ID。 指定できる範
囲は 0 ～ 255 です。

ステップ 5

Server /chassis/adapter/host-fc-if トランザクションをシステムの設定にコミットしま
# commit
す。
（注）

変更は次回のサーバ リブート時に有効に
なります。
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次に、vHBA fc1 のブート テーブル エントリを作成する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # create-boot-entry 20:00:00:11:22:33:44:55 3
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# commit
New boot table entry will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-fc-if #

ブート テーブル エントリの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter index で指定した PCI スロット番号に装着されてい
index
るアダプタ カードに対してコマンド モードを開始
します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更する前
に、サーバの電源をオンにしておく必要
があります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # scope 指定した vHBA に対してホスト ファイバ チャネル
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}
インターフェイス コマンド モードを開始します。

ステップ 4

Server /chassis/adapter/host-fc-if ブート テーブルを表示します。 ブート テーブル エ
# show boot
ントリ フィールドから、削除するエントリの番号
を探します。

ステップ 5

Server /chassis/adapter/host-fc-if テーブルの指定した位置からブート テーブル エン
# delete boot entry
トリを削除します。 entry の範囲は 0 ～ 3 です。 変
更は、サーバを次にリセットしたときに有効になり
ます。

ステップ 6

Server /chassis/adapter/host-fc-if トランザクションをシステムの設定にコミットしま
# commit
す。
（注）

変更は次回のサーバ リブート時に有効に
なります。

次に、vHBA fc1 のブート テーブル エントリ番号 1 を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # show boot
Boot Table Entry Boot Target WWPN
Boot LUN ID
----------------- -------------------------- -----------0
20:00:00:11:22:33:44:55
3
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1

20:00:00:11:22:33:44:56

5

Server /chassis/adapter/host-fc-if # delete boot 1
Server /chassis/adapter/host-fc-if *# commit
New host-fc-if settings will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-fc-if # show boot
Boot Table Entry Boot Target WWPN
Boot LUN ID
----------------- -------------------------- -----------0
20:00:00:11:22:33:44:55
3
Server /chassis/adapter/host-fc-if #

次の作業
サーバをリブートして変更を適用します。

vHBA の永続的なバインディング
永続的なバインディングは、システムによって割り当てられたファイバ チャネル ターゲットの
マッピングがリブート後も維持されることを保証します。

永続的なバインディングのイネーブル化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter
index

index で指定した PCI スロット番号に装着され
ているアダプタ カードに対してコマンド モー
ドを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更す
る前に、サーバの電源をオンにして
おく必要があります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # scope
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}

ステップ 4

Server /chassis/adapter/host-fc-if # vHBA の永続的なバインディングのコマンド
scope perbi
モードを開始します。

ステップ 5

Server
vHBA の永続的なバインディングをイネーブル
/chassis/adapter/host-fc-if/perbi # にします。
set persistent-lun-binding enable

ステップ 6

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
commit

指定した vHBA に対してホスト ファイバ チャ
ネル インターフェイス コマンド モードを開始
します。

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リリー
ス 1.5
OL-28993-03-J

117

ネットワーク アダプタの管理
永続的なバインディングのディセーブル化

次に、vHBA の永続的なバインディングをイネーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 4
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope perbi
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # set persistent-lun-binding enable
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi *# commit
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #

永続的なバインディングのディセーブル化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter
index

index で指定した PCI スロット番号に装着され
ているアダプタ カードに対してコマンド モー
ドを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更す
る前に、サーバの電源をオンにして
おく必要があります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # scope
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}

ステップ 4

Server /chassis/adapter/host-fc-if # vHBA の永続的なバインディングのコマンド
scope perbi
モードを開始します。

ステップ 5

Server
vHBA の永続的なバインディングをディセーブ
/chassis/adapter/host-fc-if/perbi # ルにします。
set persistent-lun-binding disable

ステップ 6

Server
/chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
commit

指定した vHBA に対してホスト ファイバ チャ
ネル インターフェイス コマンド モードを開始
します。

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、vHBA の永続的なバインディングをディセーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 4
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope perbi
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # set persistent-lun-binding disable
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi *# commit
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #
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永続的なバインディングの再構築
はじめる前に
vHBA のプロパティで永続的なバインディングをイネーブルにする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter
index

index で指定した PCI スロット番号に装着されて
いるアダプタ カードに対してコマンド モードを
開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更する
前に、サーバの電源をオンにしておく
必要があります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # scope
host-fc-if {fc0 | fc1 | name}

ステップ 4

Server /chassis/adapter/host-fc-if vHBAの永続的なバインディングのコマンドモー
# scope perbi
ドを開始します。

ステップ 5

Server
vHBA の永続的なバインディング テーブルを再
/chassis/adapter/host-fc-if/perbi # 構築します。
rebuild

指定した vHBA に対してホスト ファイバ チャネ
ル インターフェイス コマンド モードを開始し
ます。

次に、vHBA の永続的なバインディング テーブルを再構築する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 4
Server /chassis/adapter # scope host-fc-if fc1
Server /chassis/adapter/host-fc-if # scope perbi
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi # rebuild
Server /chassis/adapter/host-fc-if/perbi #

vNIC の管理
vNIC 管理のガイドライン
vNIC を管理する場合は、次のガイドラインと制限事項を考慮してください。
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• Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カード および Cisco UCS VIC1225 仮想インターフェ
イス カードには 2 つのデフォルト vNIC（eth0 と eth1）があります。 これらのアダプタ カー
ドに最大 16 個の vNIC を追加作成できます。

（注）

アダプタに対してネットワーク インターフェイスの仮想化（NIV）モードが
イネーブルになっている場合、vNIC を作成するときにチャネル番号を割り当
てる必要があります。

• 設定の変更後は、その設定を有効にするためにホストをリブートする必要があります。

vNIC のプロパティの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter
index

index で指定した PCI スロット番号に装着されて
いるアダプタ カードに対してコマンド モードを
開始します。
アダプタの設定を表示または変更する
前に、サーバの電源をオンにしておく
必要があります。

（注）

ステップ 3

Server /chassis/adapter # show
host-eth-if [eth0 | eth1 | name]
[detail]

指定した単一の vNIC またはすべての vNIC のプ
ロパティを表示します。

次に、すべての vNIC の簡単なプロパティと eth0 の詳細プロパティを表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # show host-eth-if
Name
MTU Uplink Port MAC Address
-------- ---- ----------- ----------------eth0
1500 0
00:22:BD:D6:5C:33
eth1
1500 1
00:22:BD:D6:5C:34

CoS
--0
0

VLAN
---NONE
NONE

PXE Boot
-------Enabled
Enabled

Server /chassis/adapter # show host-eth-if eth0 detail
Name eth0:
MTU: 1500
Uplink Port: 0
MAC Address: 00:22:BD:D6:5C:33
CoS: 0
Trust Host CoS: disabled
PCI Order: ANY
VLAN: NONE
VLAN Mode: TRUNK
Rate Limiting: OFF
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PXE Boot: enabled
Channel Number: N/A
Port Profile: N/A
Uplink Failover: N/A
Uplink Failback Timeout: N/A
Server /chassis/adapter #

vNIC のプロパティの変更
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # show adapter

（任意）使用可能なアダプタデバイスを表示し
ます。

ステップ 3

Server /chassis # scope adapter index index で指定した PCI スロット番号に装着され
ているアダプタ カードに対してコマンド モー
ドを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更す
る前に、サーバの電源をオンにして
おく必要があります。

ステップ 4

Server /chassis/adapter # scope
host-eth-if {eth0 | eth1 | name}

ステップ 5

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set vNIC で受け入れられる Maximum Transmission
mtu mtu-value
Unit（MTU）またはパケット サイズを指定しま
す。 有効な MTU 値は 1500 ～ 9000 バイトで
す。デフォルトは 1500 です。

ステップ 6

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set この vNIC に関連付けられているアップリンク
uplink {0 | 1}
ポートを指定します。 この vNIC に対するすべ
てのトラフィックは、このアップリンクポート
を通過します。

ステップ 7

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set hh:hh:hh:hh:hh:hh または hhhh:hhhh:hhhh の形式
mac-addr mac-addr
で vNIC の MAC アドレスを指定します。

ステップ 8

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set 受信パケットにマークされるサービス クラス
cos cos-value
（CoS）値を指定します。この設定は、vNIC が
ホスト CoS を信頼するように設定されていない

指定した vNIC に対してホスト イーサネット イ
ンターフェイスコマンドモードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的
場合に限り有効です。 有効な CoS 値は 0 ～ 6
です。デフォルトは 0 です。 値が大きいほど重
要なトラフィックであることを意味します。
（注）

ステップ 9

NIV がイネーブルの場合、この設定
はスイッチによって決定され、コマ
ンドは無視されます。

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set vNIC がホスト CoS を信頼するか、パケットを
trust-host-cos {disable | enable}
再マーキングするかを指定します。動作は次の
ようになります。
• disable：受信パケットは設定済み CoS と
再マーキングされます。 これはデフォル
トです。
• enable：インバウンド パケット（ホスト
CoS）の既存の CoS 値が保持されます。

ステップ 10

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set PCI バスのデバイス番号割り当てについて、こ
order {any | 0-99}
のデバイスの相対順序を指定します。デフォル
トは any です。

ステップ 11

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set この vNIC のデフォルトの VLAN を指定しま
vlan {none | vlan-id}
す。 有効な VLAN 番号は 1 ～ 4094 です。デ
フォルトは none です。
（注）

ステップ 12

NIV がイネーブルの場合、この設定
はスイッチによって決定され、コマ
ンドは無視されます。

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set vNIC に VLAN モードを指定します。 次のモー
vlan-mode {access | trunk}
ドがあります。
• access：vNIC は 1 つの VLAN だけに属し
ます。
• trunk：vNIC は複数の VLAN に属するこ
とができます。 これはデフォルトです。
（注）

ステップ 13

NIV がイネーブルの場合、この設定
はスイッチによって決定され、コマ
ンドは無視されます。

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set vNIC の最大データ レートを指定します。 指定
rate-limit {off | rate}
できる範囲は 1 ～ 10000 Mbps です。デフォル
トは off です。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

NIV がイネーブルの場合、この設定
はスイッチによって決定され、コマ
ンドは無視されます。

ステップ 14

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set vNIC を使用して PXE ブートを実行するかどう
boot {disable | enable}
かを指定します。 デフォルトでは、2 つのデ
フォルト vNIC に対してはイネーブル、ユーザ
作成の vNIC に対してはディセーブルです。

ステップ 15

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set アダプタに対して NIV モードがイネーブルで
channel-number number
ある場合、この vNIC に割り当てられるチャネ
ル番号を選択します。 指定できる範囲は 1 ～
1000 です。

ステップ 16

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set アダプタに対して NIV モードがイネーブルで
port-profile name
ある場合、vNIC に関連付けられるポート プロ
ファイルを選択します。
（注）

name は、このサーバが接続されてい
るスイッチに定義されているポート
プロファイルである必要があります。

ステップ 17

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set アダプタに対して NIV モードがイネーブルで
uplink-failover {disable | enable}
ある場合、通信問題が発生したときにこのvNIC
上のトラフィックがセカンダリインターフェイ
スにフェールオーバーするようにするには、こ
の設定をイネーブルにします。

ステップ 18

Server /chassis/adapter/host-eth-if # set セカンダリ インターフェイスを使用して vNIC
uplink-failback-timeout seconds
が始動した後、その vNIC のプライマリ イン
ターフェイスが再びシステムで使用されるに
は、プライマリインターフェイスが一定時間使
用可能な状態になっている必要があり、その時
間の長さをこの設定で制御します。
seconds に 0 ～ 600 の範囲の秒数を入力します。

ステップ 19

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope interrupt

ステップ 20

Server
割り込みリソースの数を指定します。指定でき
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt # る値の範囲は、1 ～ 514 です。デフォルトは、
set interrupt-count count
8 です。 通常は、完了キューごとに 1 つの割り
込みリソースを割り当てる必要があります。

ステップ 21

Server
割り込み間の待機時間、または割り込みが送信
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt # される前に必要な休止期間。
set coalescing-time usec

割り込みコマンド モードを開始します。
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指定できる範囲は 1 ～ 65535 ミリ秒です。デ
フォルト値は 125 ミリ秒です。 調停をオフにす
るには、0（ゼロ）を入力します。

ステップ 22

Server
調停には次のタイプがあります。
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt #
• idle：アクティビティなしの期間が少なく
set coalescing-type {idle | min}
とも調停時間設定に指定された時間内は、
システムから割り込み送信されません。
• min：システムは、別の割り込みイベント
を送信する前に、調停時間設定に指定され
た時間だけ待機します。 これはデフォル
トです。

ステップ 23

Server
イーサネット割り込みモードを指定します。次
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt # のモードがあります。
set interrupt-mode {intx | msi | msix}
• intx：ラインベースの割り込み（PCI
INTx）
• msi：メッセージ シグナル割り込み
（MSI）
• msix：機能拡張されたメッセージ シグナ
ル割り込み（MSI-X）。 これは推奨オプ
ションであり、デフォルトになっていま
す。

ステップ 24

Server
ホスト イーサネット インターフェイス コマン
/chassis/adapter/host-eth-if/interrupt # ド モードを終了します。
exit

ステップ 25

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope recv-queue

ステップ 26

Server
割り当てる受信キュー リソースの数。 指定で
/chassis/adapter/host-eth-if/recv-queue きる値の範囲は、1～256です。デフォルトは、
# set rq-count count
4 です。

ステップ 27

Server
受信キュー内の記述子の数。指定できる範囲は
/chassis/adapter/host-eth-if/recv-queue 64 ～ 4094 です。デフォルト値は 512 です。
# set rq-ring-size size

ステップ 28

Server
ホスト イーサネット インターフェイス コマン
/chassis/adapter/host-eth-if/recv-queue ド モードを終了します。
# exit

受信キューのコマンド モードを開始します。
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ステップ 29

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope trans-queue

送信キューのコマンド モードを開始します。

ステップ 30

Server
割り当てる送信キュー リソースの数。 指定で
/chassis/adapter/host-eth-if/trans-queue きる範囲は 1 ～ 256 です。デフォルト値は 1 で
# set wq-count count
す。

ステップ 31

Server
送信キュー内の記述子の数。指定できる範囲は
/chassis/adapter/host-eth-if/trans-queue 64 ～ 4094 です。デフォルト値は 256 です。
# set wq-ring-size size

ステップ 32

Server
ホスト イーサネット インターフェイス コマン
/chassis/adapter/host-eth-if/trans-queue ド モードを終了します。
# exit

ステップ 33

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope comp-queue

ステップ 34

Server
割り当てる完了キュー リソースの数。 指定で
/chassis/adapter/host-eth-if/comp-queue きる値の範囲は、1～512です。デフォルトは、
# set cq-count count
5 です。

完了キューのコマンド モードを開始します。

一般に、完了キューの数は、送信キューの数と
受信キューの数の合計と等しくなります。
ステップ 35

Server
ホスト イーサネット インターフェイス コマン
/chassis/adapter/host-eth-if/comp-queue ド モードを終了します。
# exit

ステップ 36

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope offload

TCP オフロードのコマンド モードを開始しま
す。

ステップ 37

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/offload #
set tcp-segment-offload {disable |
enable}

次のように、TCP セグメンテーション オフロー
ドをイネーブルまたはディセーブルにします。
• disable：CPU は大きな TCP パケットをセ
グメント化します。
• enable：CPU はセグメント化する必要があ
る大きな TCP パケットをハードウェアに
送信します。このオプションにより、CPU
のオーバーヘッドが削減され、スループッ
ト率が向上する可能性があります。 これ
はデフォルトです。
（注）

このオプションは、Large Send Offload
（LSO）とも呼ばれています。
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ステップ 38

目的

Server
次のように、TCP 受信オフロードのチェックサ
/chassis/adapter/host-eth-if/offload # ム検証をイネーブルまたはディセーブルにしま
set tcp-rx-checksum-offload {disable す。
| enable}
• disable：CPU はすべてのパケット チェッ
クサムを検証します。
• enable：CPU はすべてのパケット チェッ
クサムを検証のためにハードウェアに送信
します。 このオプションにより、CPU の
オーバーヘッドが削減される可能性があり
ます。 これはデフォルトです。

ステップ 39

Server
次のように、TCP 送信オフロードのチェックサ
/chassis/adapter/host-eth-if/offload # ム検証をイネーブルまたはディセーブルにしま
set tcp-tx-checksum-offload {disable す。
| enable}
• disable：CPU はすべてのパケット チェッ
クサムを検証します。
• enable：CPU はすべてのパケット チェッ
クサムを検証のためにハードウェアに送信
します。 このオプションにより、CPU の
オーバーヘッドが削減される可能性があり
ます。 これはデフォルトです。

ステップ 40

Server
次のように、TCP 大きなパケット受信オフロー
/chassis/adapter/host-eth-if/offload # ドをイネーブルまたはディセーブルにします。
set tcp-large-receive-offload {disable
• disable：CPU はすべての大きなパケット
| enable}
を処理します。
• enable：ハードウェアはすべてのセグメン
ト化されたパケットを CPU に送信する前
に再構成します。このオプションにより、
CPU の使用率が削減され、インバウンド
のスループットが増加する可能性がありま
す。 これはデフォルトです。

ステップ 41

Server
/chassis/adapter/host-eth-if/offload #
exit

ホスト イーサネット インターフェイス コマン
ド モードを終了します。

ステップ 42

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
scope rss

Receive Side Scaling（RSS）のコマンド モード
を開始します。
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ステップ 43

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # マルチプロセッサシステム内でネットワーク受
set rss {disable | enable}
信処理の複数の CPU への効率的な配分を可能
にする RSS をイネーブルまたはディセーブル
にします。 デフォルトでは、2 つのデフォルト
vNIC に対してはイネーブル、ユーザ作成の
vNIC に対してはディセーブルです。

ステップ 44

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # IPv4 RSS をイネーブルまたはディセーブルにし
set rss-hash-ipv4 {disable | enable} ます。 デフォルトはイネーブルです。

ステップ 45

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # TCP/IPv4 RSS をイネーブルまたはディセーブ
set rss-hash-tcp-ipv4 {disable |
ルにします。 デフォルトはイネーブルです。
enable}

ステップ 46

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # IPv6 RSS をイネーブルまたはディセーブルにし
set rss-hash-ipv6 {disable | enable} ます。 デフォルトはイネーブルです。

ステップ 47

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # TCP/IPv6 RSS をイネーブルまたはディセーブ
set rss-hash-tcp-ipv6 {disable |
ルにします。 デフォルトはイネーブルです。
enable}

ステップ 48

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # IPv6 拡張 RSS をイネーブルまたはディセーブ
set rss-hash-ipv6-ex {disable | enable} ルにします。デフォルトはディセーブルです。

ステップ 49

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # TCP/IPv6 拡張 RSS をイネーブルまたはディセー
set rss-hash-tcp-ipv6-ex {disable |
ブルにします。 デフォルトはディセーブルで
enable}
す。

ステップ 50

Server /chassis/adapter/host-eth-if/rss # ホスト イーサネット インターフェイス コマン
exit
ド モードを終了します。

ステップ 51

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。
（注）

変更は次回のサーバ リブート時に有
効になります。

次の例では、vNIC のプロパティを設定しています。
Server# scope chassis
Server /chassis # show adapter
PCI Slot Product Name
Serial Number Product ID
Vendor
-------- -------------- -------------- -------------- -------------------1
UCS VIC P81E
QCI1417A0QK
N2XX-ACPCI01
Cisco Systems Inc
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server

/chassis # scope adapter 1
/chassis/adapter # scope host-eth-if Test1
/chassis/adapter/host-eth-if # set uplink 1
/chassis/adapter/host-eth-if *# scope offload
/chassis/adapter/host-eth-if/offload *# set tcp-segment-offload enable
/chassis/adapter/host-eth-if/offload *# exit
/chassis/adapter/host-eth-if *# commit
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Server /chassis/adapter/host-eth-if #

次の作業
サーバをリブートして変更を適用します。

vNIC の作成
アダプタは、永続的な vNIC を 2 つ提供します。 追加の vNIC を 16 個まで作成できます。

はじめる前に
このタスクを実行するには、user または admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope chassis

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter index で指定した PCI スロット番号に装着されてい
index
るアダプタ カードに対してコマンド モードを開始
します。

シャーシ コマンド モードを開始します。

（注）

アダプタの設定を表示または変更する前
に、サーバの電源をオンにしておく必要が
あります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # create vNIC を作成し、ホストのイーサネット インターフェ
host-eth-if name
イスのコマンド モードを開始します。 name 引数に
は最大 32 文字の ASCII 文字を使用できます。

ステップ 4

Server
（任意）
/chassis/adapter/host-eth-if # set アダプタで NIV モードがイネーブルになっている場
channel-number number
合、この vNIC にチャネル番号を割り当てる必要が
あります。 指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。

ステップ 5

Server
/chassis/adapter/host-eth-if #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。
（注）

変更は次回のサーバ リブート時に有効に
なります。

次に、アダプタ 1 の vNIC を作成する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # create host-eth-if Vnic5
Server /chassis/adapter/host-eth-if *# commit
New host-eth-if settings will take effect upon the next server reset
Server /chassis/adapter/host-eth-if #
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vNIC の削除
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope
adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装着されてい
るアダプタ カードに対してコマンド モードを開始
します。
（注）

ステップ 3

ステップ 4

アダプタの設定を表示または変更する前
に、サーバの電源をオンにしておく必要が
あります。

Server /chassis/adapter # delete 指定された vNIC を削除します。
host-eth-if name
（注）
デフォルトの 2 つの vNIC（[eth0] と
[eth1]）は、どちらも削除することはでき
ません。
Server /chassis/adapter #
トランザクションをシステムの設定にコミットしま
commit
す。
（注）

変更は次回のサーバ リブート時に有効に
なります。

次に、アダプタ 1 の vNIC を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope
Server /chassis/adapter
Server /chassis/adapter
Server /chassis/adapter

adapter 1
# delete host-eth-if Vnic5
*# commit
#

CIMC CLI を使用したCisco usNIC の作成
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope service-profile
serverserver/chassis

指定したサーバとシャーシの組み合わせ
のサービスプロファイルを開始します。

ステップ 2

UCS-A /org/service-profile # show vnic

そのサーバ で使用可能な vNIC を表示し
ます。Cisco UCS Manager リリース 2.2
にアップグレードした場合は、デフォル
トで usNIC vNIC が使用可能です。

ステップ 3

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

指定した vNIC の vNIC モードを開始し
ます。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile/vnic # set
adapter-policy Linux

Linux と usNIC のアダプタ ポリシーを指
定します。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile/vnic # enter
指定した名前で vNIC の usNIC 接続ポリ
usnic-conn-policy-ref usnic connection policy シー参照を作成します。接続ポリシー名
reference name
の最大サイズは 16 文字です。

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコ
/org/service-profile/vnic/usnic-conn-policy-ref* ミットします。
# commit-buffer

ステップ 7

UCS-A
最上位モードを開始します。
/org/service-profile/vnic/usnic-conn-policy-ref
# top

ステップ 8

UCS-A # scope org

ステップ 9

UCS-A /org # create usnic-conn-policy usnic 指定した名前で usNIC 接続ポリシーを
connection policy name
作成します。

ステップ 10

UCS-A /org/usnic-conn-policy* # set
usnic-count number of usnics

作成する Cisco usNIC の数を指定しま
す。サーバで実行されている各 MPI プ
ロセスには、専用の usNIC が必要です。
したがって、64 の MPI プロセスを同時
に実行させるには、最大 64 の usNIC を
作成する必要がある場合があります。
usNIC 対応 vNIC ごとに、サーバ上の物
理コアの数と同数の Cisco usNIC を最低
限作成することを推奨します。たとえ
ば、サーバに 8 つの物理コアがある場合
は、8 つの usNIC を作成します。

ステップ 11

UCS-A /org/usnic-conn-policy* # set
adaptor-profile USNIC

usNIC 接続ポリシー用の usNIC イーサ
ネット アダプタ プロファイルを指定し
ます。この usNIC アダプタ プロファイ
ルは、以前のバージョンの Cisco UCS

ルート組織モードを開始します。
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目的
Manager をリリース 2.2 にアップグレー
ドした場合にデフォルトで作成されま
す。

ステップ 12

UCS-A /org/usnic-conn-policy* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、Cisco usNIC を作成してプロパティを指定する例を示します。
Server
Server
Server
Server
Server
Server

#
#
#
#
#
#

scope org
create usnic-conn-policy usnic1
set usnic-count-64
set adapter-profile USNIC
commit buffer
top

Server # scope service-profile server 1/1
Server /org/service-profile # show vnic
vNIC:
Name
Fabric ID Dynamic MAC Addr
Virtualization Preference
------------------ --------- ------------------ ------------------------eth0
A
00:25:B5:00:00:8F NONE
eth1
A
00:25:B5:00:00:9F NONE
eth2
A
Derived
NONE
Server /org/service-profile # scope vnic eth0
Server /org/service-profile/vnic # set adapter-policy Linux
Server /org/service-profile/vnic # enter usnic-conn-policy-ref usnic1
Server /org/service-profile/vnic/usnic-conn-policy-ref* # commit-buffer
Server /org/service-profile/vnic/usnic-conn-policy-ref # exit

CIMC CLI を使用した Cisco usNIC の変更
（注）

[vNIC properties] ダイアログボックスに Cisco usNIC に対する複数のプロパティが一覧表示され
ていますが、その他のプロパティが現在使用されていないため、次のプロパティだけを設定す
る必要があります。
• cq-count
• rq-count
• tq-count
• usnic-count

はじめる前に
このタスクを実行するには、管理者権限で CIMC GUI にログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

server/chassis# scope adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装
着されているアダプタ カードに対してコ
マンド モードを開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または変
更する前に、サーバの電源がオ
ンであることを確認します。
サーバに設定されたアダプタの
インデックスを表示するには、
show adapter コマンドを使用し
ます。

ステップ 3

server/chassis/adapter# scope host-eth-if {eth0 vNIC のコマンド モードを開始します。
| eth1}
お客様の環境に設定された vNIC の数に
基づいてイーサネット ID を指定します。
たとえば、1 つの vNIC だけを設定した
場合は、eth0 を指定します。

ステップ 4

server/chassis/adapter/host-eth-if# scope
usnic-config 0

ステップ 5

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# 割り当てる完了キュー リソースの数。
set cq-count count
この値を 4 に設定することを推奨しま
す。

usNIC のコマンド モードを開始します。
Cisco usNIC を設定する場合は、インデッ
クス値を必ず 0 に設定してください。

完了キューの数は、送信キューの数と受
信キューの数の合計と等しくなります。
ステップ 6

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# 割り当てる受信キュー リソースの数を指
set rq-count count
定します。 MPI は、プロセスごとに 2 つ
の受信キューを使用します。 この値を 2
に設定することを推奨します。

ステップ 7

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# 割り当てる送信キュー リソースの数を指
set tq-count count
定します。 MPI は、プロセスごとに 2 つ
の送信キューを使用します。 この値を 2
に設定することを推奨します。

ステップ 8

server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# 作成する Cisco usNIC の数を指定します。
set usnic-count number of usNICs .
サーバで実行されている各 MPI プロセス
には、専用の Cisco usNIC が必要です。
したがって、64 の MPI プロセスを同時
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コマンドまたはアクション

目的
に実行させるには、最大 64 の Cisco
usNIC を作成する必要がある場合があり
ます。 Cisco usNIC 対応 vNIC ごとに、
サーバの物理コアの数と同数の Cisco
usNIC を最低限作成することを推奨しま
す。 たとえば、サーバに 8 つの物理コア
がある場合は、8 つの usNIC を作成しま
す。

ステップ 9

server /chassis/adapter/host-eth-if /usnic-config# トランザクションをシステムの設定にコ
commit
ミットします。
（注）

変更はサーバのリブート時に
有効になります。

ステップ 10 server/chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config# ホスト イーサネット インターフェイス
exit
コマンド モードを終了します。
ステップ 11 server/chassis/adapter/host-eth-if# exit

アダプタインターフェイスコマンドモー
ドを終了します。

ステップ 12 server/chassis/adapter# exit

シャーシインターフェイスコマンドモー
ドを終了します。

ステップ 13 server/chassis# exit

サーバ インターフェイス コマンド モー
ドを終了します。

ステップ 14 server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 15 server/bios# scope advanced

BIOS コマンド モードの高度な設定を開
始します。

ステップ 16 server/bios/advanced# set IntelVTD Enabled インテル バーチャライゼーション テク
ノロジーをイネーブルにします。
ステップ 17 server/bios/advanced# set ATS Enabled

プロセッサの Intel VT-d Address Translation
Services（ATS）のサポートをイネーブル
にします。

ステップ 18 server/bios/advanced# set CoherencySupport プロセッサの Intel VT-d coherency のサ
Enabled
ポートをイネーブルにします。
ステップ 19 server/bios/advanced# commit

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。
（注）

変更はサーバのリブート時に
有効になります。
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次の例は、Cisco usNIC プロパティの設定方法を示します。
server # scope chassis
server /chassis # show adapter
server /chassis # scope adapter 2
server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
server /chassis/adapter/host-eth-if # scope usnic-config 0
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # set usnic-count 64
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # set cq-count 4
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # set rq-count 2
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # set tq-count 2
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # commit
Committed settings will take effect upon the next server reset
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # exit
server /chassis/adapter/host-eth-if # exit
server /chassis/adapter # exit
server /chassis # exit
server # exit
server/bios # scope bios
server/bios/advanced # scope advanced
server/bios/advanced # set Intel VTD Enabled
server/bios/advanced # set ATS Enabled
server/bios/advanced # set CoherencySupport Enabled
server /chassis/adapter/host-eth-if/usnic-config # commit
Committed settings will take effect upon the next server reset

usNIC プロパティの表示
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
usNIC は vNIC 上で構成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter
index

index で指定した PCI スロット番号に装着されて
いるアダプタ カードに対してコマンド モード
を開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更する
前に、サーバの電源をオンにしておく
必要があります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # scope
host-eth-if {eth0 | eth1 | name}

ステップ 4

Server /chassis/adapter/host-eth-if vNIC の usNIC プロパティを表示します。
# show usnic-config index

指定した vNIC に対してホスト イーサネット イ
ンターフェイス コマンド モードを開始します。
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次の例は、vNIC の usNIC プロパティを表示する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
Server /chassis/adapter/host-eth-if # show usnic-config
Idx usNIC Count TQ Count RQ Count CQ Count TQ Ring Size
--- ----------- -------- -------- -------- -----------0
113
2
2
4
256
Server /chassis/adapter/host-eth-if #

0
RQ Ring Size Interrupt Count
------------ --------------512
4

vNIC からの Cisco usNIC の削除
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限で CIMC CLI にログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

server/chassis# scope adapter
index

index で指定した PCI スロット番号に装着されてい
るアダプタ カードに対してコマンド モードを開始
します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更する前
に、サーバの電源がオンであることを確
認します。 サーバに設定されたアダプ
タのインデックスを表示するには、show
adapter コマンドを使用します。

ステップ 3

server/chassis/adapter# scope
host-eth-if {eth0 | eth1}

ステップ 4

Server/chassis/adapter/host-eth-if# vNIC の Cisco usNIC 設定を削除します。
delete usnic-config 0

ステップ 5

Server/chassis/adapter/host-eth-if# トランザクションをシステムの設定にコミットし
commit
ます。

vNIC のコマンド モードを開始します。 お客様の
環境に設定された vNIC の数に基づいてイーサネッ
ト ID を指定します。 たとえば、1 つの vNIC だけ
を設定した場合は、eth0 を指定します。

（注）

変更はサーバのリブート時に有効になり
ます。

次に、vNIC の Cisco usNIC 設定を削除する例を示します。
server # scope chassis
server/chassis # show adapter
server/chassis # scope adapter 1
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server/chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
Server/chassis/adapter/host-eth-if # delete usnic-config 0
server/adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# commit
New host-eth-if settings will take effect upon the next adapter reboot
server /adapter/host-eth-if/usnic-config #

iSCSI ブート機能の設定
vNIC の iSCSI ブート機能の設定
ラック サーバがスタンドアロン モードに設定されていて、VIC アダプタが Nexus 5000 スイッチ
ファミリに直接接続されている場合は、iSCSI ストレージ ターゲットからサーバがリモートでブー
トされるようにこれらの VIC アダプタを設定できます。 ラック サーバがリモート iSCSI ターゲッ
ト デバイスからホスト OS イメージをロードできるようにイーサネット vNIC を設定できます。
vNIC で iSCSI ブート機能を設定する方法は、次のとおりです。
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
• iSCSI ストレージ ターゲットからサーバをリモートでブートするように vNIC を設定するに
は、vNIC の PXE ブート オプションをイネーブルにする必要があります。

（注）

ホストごとに最大 2 つの iSCSI vNIC を設定できます。

vNIC 上の iSCSI ブート機能の設定
ホストごとに最大 2 つの iSCSI vNIC を設定できます。

はじめる前に
• iSCSI ストレージ ターゲットからサーバをリモートでブートするように vNIC を設定するに
は、vNIC の PXE ブート オプションをイネーブルにする必要があります。
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter index index で指定した PCI スロット番号に装着さ
れているアダプタ カードに対してコマンド
モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

アダプタの設定を表示または変更
する前に、サーバの電源をオンに
しておく必要があります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # scope
host-eth-if {eth0 | eth1 | name}

指定した vNIC に対してホスト イーサネット
インターフェイス コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4

Server /chassis/adapter/host-eth-if #
create iscsi-boot index

vNIC の iSCSI ブート インデックスを作成し
ます。 この時点では、0 だけがインデックス
として許可されます。

ステップ 5

Server
vNIC の iSCSI ターゲットを作成します。 値
/chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot* は 0 または 1 を指定できます。
# create iscsi-target index

ステップ 6

Server
iSCSI ブートの DHCP ネットワーク設定をイ
/chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot* ネーブルにします。
# set dhcp-net-settings enabled

ステップ 7

Server
発信側名を設定します。 これは 223 文字以内
/chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot* である必要があります。
# set initiator-name string

ステップ 8

Server
DHCP iSCSI 設定をイネーブルにします。
/chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot*
# set dhcp-iscsi-settings enabled

ステップ 9

Server
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/chassis/adapter/host-eth-if/iscsi-boot* トします。
# commit
（注）
変更は次回のサーバ リブート時に
有効になります。

次に、vNIC の iSCSI ブート機能を設定する例を示します。
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server

# scope chassis
/chassis # scope adapter 1
/chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
/chassis/adapter/host-eth-if # create iscsi-boot 0
/adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# set dhcp-net-settings enabled
/adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# set initiator-name iqn.2012-01.com.adser:abcde
/adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# set dhcp-iscsi-settings enabled
/adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# commit

New host-eth-if settings will take effect upon the next server reset
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot #
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vNIC の iSCSI ブート設定の削除
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter
index

index で指定した PCI スロット番号に装着されて
いるアダプタ カードに対してコマンド モードを
開始します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更する
前に、サーバの電源をオンにしておく
必要があります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # scope 指定した vNIC に対してホスト イーサネット イ
host-eth-if {eth0 | eth1 | name} ンターフェイス コマンド モードを開始します。

ステップ 4

Server /chassis/adapter/host-eth-if vNIC の iSCSI ブート機能を削除します。
# delete iscsi-boot 0

ステップ 5

Server /chassis/adapter/host-eth-if* トランザクションをシステムの設定にコミット
# commit
します。
（注）

変更は次回のサーバ リブート時に有効
になります。

次に、vNIC の iSCSI ブート機能を削除する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # scope host-eth-if eth0
Server /chassis/adapter/host-eth-if # delete iscsi-boot 0
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot *# commit
New host-eth-if settings will take effect upon the next server reset
Server /adapter/host-eth-if/iscsi-boot #
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VM FEX の管理
仮想マシン ファブリック エクステンダ
Cisco Virtual Machine Fabric Extender（VM FEX）は、（prestandard）IEEE 802.1Qbh ポート エクス
テンダ アーキテクチャを仮想マシンにまで拡張します。 このアーキテクチャでは、各 VM イン
ターフェイスに対してスイッチ上で仮想 Peripheral Component Interconnect Express（PCIe）デバイ
スと仮想ポートが提供されます。

VM FEX のプロパティの表示
はじめる前に
• サーバの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。
• サポートされている仮想インターフェイスカード（VIC）がシャーシに装着されていて、サー
バの電源がオンになっている必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter index で指定した PCI スロット番号に装着されてい
index
るアダプタ カードに対してコマンド モードを開始
します。
（注）

アダプタの設定を表示または変更する前
に、サーバの電源をオンにしておく必要
があります。

ステップ 3

Server /chassis/adapter # show 一般的な VM FEX プロパティを表示します。 フィー
vmfex [detail]
ルドの説明については、全般的なプロパティ設定,
（141 ページ）を参照してください。

ステップ 4

Server /chassis/adapter # scope 指定された VM FEX インターフェイスのコマンド
vmfex name
モードを開始します。

ステップ 5

Server /chassis/adapter/vmfex # イーサネット割り込み設定を表示します。 フィー
show interrupt [detail]
ルドの説明については、イーサネット割り込みの設
定, （142 ページ）を参照してください。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6

Server /chassis/adapter/vmfex # イーサネット受信キューの設定を表示します。
show recv-queue [detail]
フィールドの説明については、イーサネット受信
キューの設定, （143 ページ）を参照してください。

ステップ 7

Server /chassis/adapter/vmfex # イーサネット送信キューの設定を表示します。
show trans-queue [detail]
フィールドの説明については、イーサネット送信
キューの設定, （143 ページ）を参照してください。

ステップ 8

Server /chassis/adapter/vmfex # 完了キューの設定を表示します。 フィールドの説
show comp-queue [detail]
明については、完了キューの設定, （143 ページ）
を参照してください。

ステップ 9

Server /chassis/adapter/vmfex # TCP オフロードの設定を表示します。 フィールド
show offload [detail]
の説明については、TCP オフロードの設定, （144
ページ）を参照してください。

ステップ 10

Server /chassis/adapter/vmfex # RSS 設定を表示します。 フィールドの説明につい
show rss [detail]
ては、Receive Side Scaling 設定, （144 ページ）を参
照してください。

次に、VM FEX のプロパティを表示する例を示します。
Server /chassis/adapter # show vmfex detail
Name pts0:
MTU: 1500
Uplink Port: 0
MAC Address: 00:00:00:00:00:00
CoS: N/A
Trust Host CoS:
PCI Order:
VLAN: N/A
VLAN Mode: N/A
Rate Limiting:
PXE Boot: disabled
Channel Number: 0
Port Profile:
Uplink Failover: Enabled
Uplink Failback Timeout: 5
Server /chassis/adapter # scope vmfex pts0
Server /chassis/adapter/vmfex # show
Interrupt Count Coalescing Time (us)
--------------- -------------------6
125

interrupt
Coalescing Type Interrupt Mode
--------------- --------------MIN
MSI

Server /chassis/adapter/vmfex # show recv-queue
Receive Queue Count Receive Queue Ring Size
------------------- -----------------------------4
512
Server /chassis/adapter/vmfex # show trans-queue
Transmit Queue Count Transmit Queue Ring Size
-------------------- ------------------------------1
256
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Server /chassis/adapter/vmfex # show comp-queue
Completion Queue Count
Completion Queue Ring Size
------------------------- -------------------------5
1
Server /chassis/adapter/vmfex # show offload
TCP Segment Offload TCP Rx Checksum TCP Tx Checksum Large Receive
-------------------- ---------------- ---------------- ------------enabled
enabled
enabled
enabled
Server /chassis/adapter/vmfex # show rss
TCP Rx Side Scaling
-------------------enabled
Server /chassis/adapter/vmfex #

VM FEX 設定
次の表に、表示できる VM FEX 設定について説明します。
全般的なプロパティ設定
名前

説明

Name

VM FEX のユーザ定義名。

MTU

この VM FEX で受け入れられる最大伝送単位、つまりパケット
サイズ。

Uplink Port

この VM FEX に関連付けられたアップリンク ポート。 この VM
FEX へのすべてのトラフィックは、このアップリンク ポートを
通過します。

MAC Address

VM FEX に関連付けられた MAC アドレス。

Class of Service

この VM FEX からのトラフィックに関連付けられるサービス ク
ラス。

Trust Host CoS

VM FEX がホスト オペレーティング システムが提供するサービ
ス クラスを使用できるかどうか。

PCI Order

この VM FEX が使用される順序。

Default VLAN

この VM FEX のデフォルト VLAN。

VLAN Mode

VLANトランキングまたはアクセスが設定されているかどうか。

Rate Limit

レート制限が設定されている場合、最大レート。

Enable PXE Boot

VM FEX を使用して PXE ブートを実行できるかどうか。
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名前

説明

Channel Number

アダプタで NIV モードがイネーブルにされている場合、この
VM FEX に割り当てられるチャネル番号。

Port Profile

アダプタで NIV モードがイネーブルにされている場合、VM
FEX に関連付けられたポート プロファイル。
（注）

このフィールドには、このサーバが接続しているス
イッチに定義されたポート プロファイルが表示され
ます。

Enable Uplink Failover

アダプタで NIV モードがイネーブルにされている場合、通信に
問題が発生したときにこの VM FEX のトラフィックがセカンダ
リ インターフェイスにフェールオーバーするかどうか。

Failback Timeout

セカンダリ インターフェイスを使用して VM FEX が始動した
後、その VM FEX のプライマリ インターフェイスが再びシステ
ムで使用されるには、プライマリ インターフェイスが一定時間
使用可能な状態になっている必要があり、その時間の長さをこ
の設定で制御します。

イーサネット割り込みの設定
名前

説明

[Interrupt Count] フィールド

この VM FEX に割り当てられた割り込みリソースの数。

[Coalescing Time] フィールド

割り込み間の CIMC の待機時間、または割り込みが送信される
前に必要な休止期間。

[Coalescing Type] フィールド

次のいずれかになります。
• [MIN]：システムは、別の割り込みイベントを送信する前
に [Coalescing Time] フィールドに指定された時間だけ待機
します。
• [IDLE]：アクティビティなしの期間が少なくとも [Coalescing
Time] フィールドに指定された時間続くまで、システムか
ら割り込みは送信されません。
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名前

説明

[Interrupt Mode] フィールド

優先ドライバ割り込みモード。 次のいずれかになります。
• [MSIx]：機能拡張された Message Signaled Interrupts
（MSI）。
• [MSI]：MSI だけ。
• [INTx]：PCI INTx 割り込み。

イーサネット受信キューの設定
名前

説明

[Receive Queue Count] フィール この VM FEX に割り当てられた受信キュー リソースの数。
ド
[Receive Queue Ring Size] フィー 各受信キュー内の記述子の数。
ルド

イーサネット送信キューの設定
名前

説明

[Transmit Queue Count] フィール この VM FEX に割り当てられた送信キュー リソースの数。
ド
[Transmit Queue Ring Size]
フィールド

各送信キュー内の記述子の数。

完了キューの設定
名前

説明

[Completion Queue Count] フィー この VM FEX に割り当てられた完了キュー リソースの数。
ルド
[Completion Queue Ring Size]
フィールド

各完了キュー内の記述子の数。
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TCP オフロードの設定
名前

説明

[Enable TCP Segmentation
Offload] フィールド

イネーブルの場合、CPU はセグメント化する必要がある大きな
TCP パケットをハードウェアに送信します。 ディセーブルの場
合、CPU は大きいパケットをセグメント化します。
（注）

[Enable TCP Rx Offload
Checksum Validation] フィール
ド

このオプションは、Large Send Offload（LSO）とも呼
ばれています。

イネーブルの場合、CPU はすべてのパケット チェックサムを検
証のためにハードウェアに送信します。 ディセーブルの場合、
CPU はすべてのパケット チェックサムを検証します。

[Enable TCP Tx Offload
イネーブルの場合、CPU はすべてのパケットをハードウェアに
Checksum Generation] フィール 送信し、ハードウェアでチェックサムを計算できるようにしま
ド
す。 ディセーブルの場合、CPU はすべてのパケット チェック
サムを計算します。
[Enable Large Receive] フィール イネーブルの場合、ハードウェアはすべてのセグメント化され
ド
たパケットを CPU に送信する前に再構成します。 ディセーブ
ルの場合、CPU は大きいパケットをすべて処理します。

Receive Side Scaling 設定
名前

説明

[Enable TCP Receive Side Scaling] Receive Side Scaling（RSS）は、ネットワーク受信処理をマルチ
フィールド
プロセッサ システム内の複数の CPU に分散させます。
イネーブルの場合、可能であれば、ネットワーク受信処理がプ
ロセッサ間で共有されます。 ディセーブルの場合、ネットワー
ク受信処理は、追加のプロセッサが使用可能であっても、常に
1 つのプロセッサで処理されます。
[Enable IPv4 RSS] フィールド

イネーブルの場合、RSS が IPv4 ネットワークでイネーブルにな
ります。

[Enable TCP-IPv4 RSS] フィール イネーブルの場合、IPv4 ネットワーク間での TCP 送信に対して
ド
RSS がイネーブルになります。
[Enable IPv6 RSS] フィールド

イネーブルの場合、RSS が IPv6 ネットワークでイネーブルにな
ります。

[Enable TCP-IPv6 RSS] フィール イネーブルの場合、IPv6 ネットワーク間での TCP 送信に対して
ド
RSS がイネーブルになります。
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名前

説明

[Enable IPv6 Extension RSS]
フィールド

イネーブルの場合、IPv6 拡張に対して RSS がイネーブルになり
ます。

[Enable TCP-IPv6 Extension RSS] イネーブルの場合、IPv6 ネットワーク間での TCP 送信に対して
フィールド
RSS がイネーブルになります。

ストレージ アダプタの管理
未使用の物理ドライブからの仮想ドライブの作成
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope
storageadapter slot

装着されているストレージ カードに対してコマンド
モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter この時点で、RAID レベル、使用する物理ドライブ、
# create virtual-drive
新しい仮想ドライブのサイズと書き込みポリシーに
関する情報の入力を求めるプロンプトが表示されま
す。 プロンプトごとに適切な情報を入力します。
仮想ドライブの情報の指定が完了したら、情報が正
しいことの確認を求めるプロンプトが表示されます。
確認する場合は y（yes）を入力し、操作をキャンセ
ルする場合は n（no）を入力します。

ステップ 4

Server /chassis/storageadapter 既存の仮想ドライブが表示されます。
# show virtual-drive

次に、2 台の未使用の物理ドライブにまたがる新しい仮想ドライブの作成方法を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # create-virtual-drive
Please enter RAID level
(0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) --> 1
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Please choose from the following 2 unused physical drives:
Slot 6: size 68664 MB
Slot 7: size 68664 MB
Specify physical disks for span 0:
Enter comma-separated PDs from above list--> 6,7
Please enter Virtual Drive name (15 characters maximum)--> test_v_drive
Please enter Virtual Drive size in MB, GB, or TB
Example format: '400 GB' --> 1000 MB
Optional attribute:
Write Policy: defaults to Write Back
OK? (y or n)--> n
0: Write Through
1: Write Back
2: Write Back with Bad BBU
3: Write Back Adaptive
Choose number from above options--> 2
Write Policy will be set to Write Back with Bad BBU (2 and 'write-policy\:2')
New
OK?

virtual drive will have the following characteristics:
Spans: '[6.7]'
RAID level: '1'
Name: 'test_v_drive'
Size: 1000 MB
Write Policy: Write Back with Bad BBU
(y or n)--> y

Server /chassis/storageadapter # show virtual-drive
Virtual Drive Health
Status
Name
Boot Drive
------------- -------------- -------------------- ------------------------0
Good
Optimal
false
1
Good
Optimal
true
2
Good
Optimal
false
3
Good
Optimal
test_v_drive
false
4
Good
Optimal
new_from_test
false

Size

RAID Level

---------- ---------150528 MB

RAID 0

20480 MB

RAID 0

114140 MB

RAID 0

1000 MB

RAID 1

500 MB

RAID 1

Server /chassis/storageadapter #

既存のドライブ グループからの仮想ドライブの作成
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope
storageadapter slot

装着されているストレージ カードに対してコマンド
モードを開始します。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 3

Server /chassis/storageadapter この時点で、使用する仮想ドライブに関する情報、
# carve-virtual-drive
新しい仮想ドライブのサイズと書き込みポリシーに
関する情報の入力を求めるプロンプトが表示されま
す。 プロンプトごとに適切な情報を入力します。
仮想ドライブの情報の指定が完了したら、情報が正
しいことの確認を求めるプロンプトが表示されます。
確認する場合は y（yes）を入力し、操作をキャンセ
ルする場合は n（no）を入力します。

ステップ 4

Server /chassis/storageadapter 既存の仮想ドライブが表示されます。
# show virtual-drive

次に、既存の RAID 1 ドライブ グループ内の未使用のスペースから新しい仮想ドライブを分割す
る例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # carve-virtual-drive
< Fetching virtual drives...>
ID Name
RL VDSize
MaxPossibleSize PD(s)
---------------------------------------------------------------3 test_v_drive
1
1000 MB
67664 MB
6,7
Please choose from the above list the virtual drive number
whose space the new virtual drive will share--> 3
New virtual drive will share space with VD 3
Please enter Virtual Drive name (15 characters maximum)--> new_from_test
Please enter Virtual Drive size in MB, GB, or TB (maximum: 67664 MB)
Example format: '400 GB' --> 500 MB
Optional attribute:
Write Policy: defaults to Write Back
OK? (y or n)--> y
New
-

virtual drive will have the following characteristics:
It will share space with virtual drive 3
Name: 'new_from_test'
Size: 500 MB

OK? (y or n)--> y
Server /chassis/storageadapter # show virtual-drive
Virtual Drive Health
Status
Name
Boot Drive
------------- -------------- -------------------- ------------------------0
Good
Optimal
false
1
Good
Optimal
true
2
Good
Optimal
false
3
Good
Optimal
test_v_drive
false
4
Good
Optimal
new_from_test
false

Size

RAID Level

---------- ---------150528 MB

RAID 0

20480 MB

RAID 0

114140 MB

RAID 0

1000 MB

RAID 1

500 MB

RAID 1

Server /chassis/storageadapter #
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外部設定のクリア
重要

このタスクでは、コントローラのすべての外部設定をクリアします。 また、外部設定をホス
ティングしているすべての物理ドライブからすべての設定情報が削除されます。 このアクショ
ンは元に戻せません。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope
storageadapter slot

装着されているストレージ カードに対してコマ
ンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter #
clear-foreign-config

処理の確認を求めるプロンプトが表示されま
す。 確認するには、yes と入力します。
（注）

yes と入力しなかった場合、アクショ
ンは強制終了されます。

次に、スロット 3 にある MegaRAID コントローラのすべての外部設定をクリアする例を示しま
す。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # clear-foreign-config
Are you sure you want to clear all foreign configurations on this controller?
All data on the drive(s) will be lost.
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter #

仮想ドライブの削除
重要

このタスクでは、ブートされたオペレーティング システムを実行するドライブを含む仮想ド
ライブを削除します。 そのため、仮想ドライブを削除する前に、保持するデータをバック アッ
プします。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope
storageadapter slot

装着されているストレージ カードに対してコ
マンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope 指定された仮想ドライブのコマンド モードを
virtual-drive drive-number
開始します。

ステップ 4

Server
処理の確認を求めるプロンプトが表示されま
/chassis/storageadapter/virtual-drive す。 確認するには、yes と入力します。
# delete-virtual-drive
（注）
yes と入力しなかった場合、アク
ションは強制終了されます。

次に、仮想ドライブ 3 を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # delete-virtual-drive
Are you sure you want to delete virtual drive 3?
All data on the drive will be lost. Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #

仮想ドライブの初期化
ドライブを初期化すると、仮想ドライブ上のすべてのデータが失われます。 初期化を実行する前
に、保存する仮想ドライブのデータをバックアップします。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシコマンドモードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter
slot

装着されているストレージカードに対し
てコマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-drive drive-number

指定された仮想ドライブのコマンドモー
ドを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

Server
/chassis/storageadapter/virtual-drive #
start-initialization

指定した仮想ドライブを初期化します。

ステップ 5

Server
/chassis/storageadapter/virtual-drive #
cancel-initialization

（任意）指定した仮想ドライブの初期化
をキャンセルします。

ステップ 6

Server
ドライブ上で処理中のタスクのステータ
/chassis/storageadapter/physical-drive # スを表示します。
get-operation-status

次に、高速初期化を使用して仮想ドライブ 3 を初期化する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # start-initialization
Are you sure you want to initialize virtual drive 3?
All data on the drive will be lost. Enter 'yes' to confirm -> yes
Fast (0) or full (1) initialization? -> 0
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # get-operation-status
progress-percent: 20%
elapsed -seconds: 30
operation-in-progress: initializing virtual drive
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #

ブート ドライブとしての設定
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter 装着されているストレージ カードに対し
slot
てコマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope 指定された仮想ドライブのコマンド モー
virtual-drive drive-number
ドを開始します。

ステップ 4

Server /chassis/storageadapter #
set-boot-drive

コントローラがこの仮想ドライブからブー
トするように指定します。
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次に、コントローラが仮想ドライブ 3 からブートするように指定する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # set-boot-drive
Are you sure you want to set virtual drive 3 as the boot drive?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #

仮想ドライブの属性の変更
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter 装着されているストレージ カードに対し
slot
てコマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope 仮想ドライブのコマンド モードを開始し
virtual-drive 3
ます。

ステップ 4

Server
現在のものとは異なるポリシーを選択する
/chassis/storageadapter/virtual-drive # ように求めるプロンプトが表示されます。
modify-attributes

次に、既存の RAID 1 ドライブ グループ内の未使用のスペースから新しい仮想ドライブを分割す
る例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # modify-attributes
Current write policy: Write Back
0: Write Through
1: Write Back
2: Write Back even if Bad BBU
Choose number from above options --> 0
The following attribute will be modified:
- Write policy: Write Through
OK? (y or n) --> y
operation in progress.
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Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #

専用ホット スペアの作成
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter 装着されているストレージ カードに対し
slot
てコマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope 指定された物理ドライブのコマンド モー
physical-drive drive-number
ドを開始します。

ステップ 4

Server
専用ホット スペアが作成される仮想ドラ
/chassis/storageadapter/physical-drive イブの選択を求めるプロンプトが表示され
# make-dedicated-hot-spare
ます。

次に、物理ドライブ 3 を仮想ドライブ 6 の専用ホット スペアにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # make-dedicated-hot-spare
5: VD_OS_1, RAID 0, 102400 MB, physical disks: 1
6: VD_OS_2, RAID 0, 12288 MB, physical disks: 1
7: VD_OS_3, RAID 0, 12288 MB, physical disks: 1
8: VD_DATA_1, RAID 0, 12512 MB, physical disks: 1
9: RAID1_2358, RAID 1, 40000 MB, physical disks: 2,3,5,8
11: JFB_RAID1_67, RAID 1, 20000 MB, physical disks: 6,7
12: JFB_Crv_R1_40, RAID 1, 40000 MB, physical disks: 6,7
13: JFB_R1_10GB, RAID 1, 10000 MB, physical disks: 6,7
Please choose from the above 8 virtual drives-->6
Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

グローバル ホット スペアの作成
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter slot 装着されているストレージカードに対
してコマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive drive-number

ステップ 4

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
make-global-hot-spare

ステップ 5

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
get-operation-status

指定された物理ドライブのコマンド
モードを開始します。

ドライブ上で処理中のタスクのステー
タスを表示します。

次に、物理ドライブ 3 をグローバル ホット スペアにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # make-global-hot-spare
Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

削除するドライブの準備
Unconfigured Good ステータスが表示された物理ドライブ上でのみ、このタスクを確認できます。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter slot 装着されているストレージ カードに
対してコマンドモードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive drive-number

指定された物理ドライブのコマンド
モードを開始します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
prepare-for-removal

次に、物理ドライブ 3 を削除する準備をする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # prepare-for-removal
Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

ホット スペア プールからのドライブの削除
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter 装着されているストレージ カードに対し
slot
てコマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive drive-number

ステップ 4

Server
ホット スペア プールからドライブを削
/chassis/storageadapter/physical-drive # 除します。
remove-hot-spare

指定された物理ドライブのコマンド モー
ドを開始します。

次に、ホット スペア プールから物理ドライブ 3 を削除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # remove-hot-spare
Server /chassis/storageadapter/physical-drive #
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削除するドライブの準備の取り消し
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter slot 装着されているストレージ カードに
対してコマンドモードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive drive-number

ステップ 4

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
undo-prepare-for-removal

指定された物理ドライブのコマンド
モードを開始します。

次に、物理ドライブ 3 の削除を準備した後にドライブをリスピンする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # undo-prepare-for-removal
Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

バッテリ バックアップ ユニットの自動学習サイクルのイネーブル化
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter 装着されているストレージ カードに対して
slot
コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope バッテリ バックアップ ユニット コマンド
bbu
モードを開始します。

ステップ 4

Server /chassis/storageadapter #
enable-auto-learn

バッテリの自動学習サイクルをイネーブル
にします。

次に、バッテリの自動学習サイクルをイネーブルにする例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-2
Server /chassis/storageadapter # scope bbu
Server /chassis/storageadapter/bbu # enable-auto-learn
Automatic BBU learn cycles will occur without notice if enabled.
Are you sure? [y/n] --> y
enable-auto-learn initiated
Server /chassis/storageadapter/bbu #

バッテリ バックアップ ユニットの自動学習サイクルのディセーブル
化
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter 装着されているストレージカードに対して
slot
コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope バッテリ バックアップ ユニット コマンド
bbu
モードを開始します。

ステップ 4

Server /chassis/storageadapter #
disable-auto-learn

バッテリの自動学習サイクルをディセーブ
ルにします

次に、バッテリの自動学習サイクルをディセーブルにする例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-2
Server /chassis/storageadapter # scope bbu
Server /chassis/storageadapter/bbu # disable-auto-learn
Automatic BBU learn cycles will no longer occur if disabled.
Are you sure? [y/n] --> y
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disable-auto-learn initiated
Server /chassis/storageadapter/bbu #

バッテリ バックアップ ユニットの学習サイクルの開始
はじめる前に
このコマンドを使用するには、admin としてログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter 装着されているストレージ カードに対し
slot
てコマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope バッテリ バックアップ ユニット コマンド
bbu
モードを開始します。

ステップ 4

Server /chassis/storageadapter #
start-learn-cycle

バッテリの学習サイクルを開始します。

次に、バッテリの学習サイクルを開始する例を示します。
Server
Server
Server
Server
Server

# scope chassis
/chassis # scope storageadapter SLOT-2
/chassis/storageadapter # scope bbu
/chassis/storageadapter/bbu # start-learn-cycle
/chassis/storageadapter/bbu #

物理ドライブのロケータ LED の切り替え
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin としてログオンする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter 装着されているストレージ カードに対し
slot
てコマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # scope 物理ドライブ コマンド モードを開始しま
physical-drive 3
す。

ステップ 4

Server
物理ドライブのロケータ LED をイネーブ
/chassis/storageadapter/physical-drive ルまたはディセーブルにします。
# locator-led {on | off}

次に、物理ドライブ 3 のロケータ LED をイネーブルにする例を示します。
Server
Server
Server
Server
Server
Server

# scope chassis
/chassis # scope storageadapter SLOT-2
/chassis/storageadapter # scope physical-drive 3
/chassis/storageadapter/physical-drive # locator-led on
/chassis/storageadapter/physical-drive* # commit
/chassis/storageadapter/physical-drive #

ストレージ コントローラのログの表示
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope storageadapter 装着されているストレージ カードに対し
slot
てコマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /chassis/storageadapter # show ストレージ コントローラのログを表示し
log
ます。

次に、ストレージ コントローラのログを表示する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # show log
Time
---Fri March
Fri March
Fri March
Fri March
Fri March
Fri March

1
1
1
1
1
1

09:52:19
07:50:19
07:50:19
07:48:19
07:47:19
07:45:19

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Severity
-------Warning
Info
Info
Info
Info
Info

Description
------------Predictive Failure
Battery charge complete
Battery charge started
Battery relearn complete
Battery is discharging
Battery relearn started

Server /chassis/storageadapter #
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アダプタ設定のバックアップと復元
アダプタ設定のエクスポート
アダプタ設定は、XML ファイルとして TFTP サーバにエクスポートできます。

重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、アダ
プタ構成をエクスポートしないでください。

はじめる前に
サポートされている仮想インターフェイス カード（VIC）がシャーシに装着されていて、サーバ
の電源がオンになっている必要があります。
TFTP サーバの IP アドレスを取得します。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # scope
adapter index

index で指定した PCI スロット番号に装着されている
アダプタ カードに対してコマンド モードを開始しま
す。
（注）

ステップ 3

アダプタの設定を表示または変更する前に、
サーバの電源をオンにしておく必要があり
ます。

Server /chassis/adapter #
エクスポート操作を開始します。 アダプタ コンフィ
export-vnic protocol remote ギュレーション ファイルは、指定した IP アドレスに
server IP address
あるリモート サーバ上に指定したパスとファイル名
で保存されます。 プロトコルは次のいずれかになり
ます。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
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次に、アダプタ 1 設定をエクスポートする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # export-vnic ftp 192.0.20.34 //test/dnld-ucs-k9-bundle.1.0.2h.bin
Server /chassis/adapter #

アダプタ設定のインポート
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、アダ
プタ構成をインポートしないでください。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope chassis

ステップ 2

Server /chassis # scope adapter index で指定した PCI スロット番号に装着されている
index
アダプタ カードに対してコマンド モードを開始しま
す。

シャーシ コマンド モードを開始します。

（注）

ステップ 3

Server /chassis/adapter #
import-vnic tftp-ip-address
path-and-filename

アダプタの設定を表示または変更する前
に、サーバの電源をオンにしておく必要が
あります。

インポート操作を開始します。 アダプタは、指定さ
れた IP アドレスの TFTP サーバから、指定されたパ
スの設定ファイルをダウンロードします。 この設定
は、サーバが次にリブートされたときにインストー
ルされます。

次に、PCI スロット 1 のアダプタの設定をインポートする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope adapter 1
Server /chassis/adapter # import-vnic 192.0.2.34 /ucs/backups/adapter4.xml
Import succeeded.
New VNIC adapter settings will take effect upon the next server reset.
Server /chassis/adapter #

次の作業
サーバをリブートして、インポートした設定を適用します。
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アダプタのデフォルトの復元
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis #
adapter-reset-defaults index

index 引数で指定された PCI スロット番号の
アダプタを出荷時の設定に復元します。

次に、PCI スロット 1 のアダプタのデフォルト設定を復元する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # adapter-reset-defaults 1
This operation will reset the adapter to factory default.
All your configuration will be lost.
Continue?[y|N] y
Server /chassis #

アダプタ ファームウェアの管理
アダプタのファームウェア
Cisco UCS C シリーズ ネットワーク アダプタには、次のファームウェア コンポーネントが含まれ
ています。
• アダプタ ファームウェア：メインのオペレーティング ファームウェア（アクティブ イメー
ジとバックアップ イメージで構成）は、CIMC GUI または CLI インターフェイスから、また
は Host Upgrade Utility（HUU）からインストールできます。 ファームウェア イメージをロー
カル ファイル システムまたは TFTP サーバからアップロードできます。
• ブートローダ ファームウェア：ブートローダ ファームウェアは、CIMC GUI または CLI から
インストールできません。 このファームウェアは、Host Upgrade Utility を使用してインストー
ルできます。
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アダプタ ファームウェアのインストール
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、アダ
プタ ファームウェアをインストールしないでください。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis #
update-adapter-fw
tftp-ip-address path-and-filename
{activate | no-activate}
[ pci-slot ] [ pci-slot ]

指定したアダプタ ファームウェア ファイルを TFTP
サーバからダウンロードし、アダプタを指定した場合
は 1 つまたは 2 つの指定アダプタ上に、指定しなかっ
た場合にはすべてのアダプタ上にこのファームウェア
をバックアップイメージとしてインストールします。
activate キーワードを指定した場合、新しいファーム
ウェアがインストール後にアクティブになります。

ステップ 3

Server /chassis #
recover-adapter-update
[ pci-slot ] [ pci-slot ]

（任意）
アダプタを指定した場合には 1 つまたは 2 つの指定ア
ダプタについて、指定しない場合にはすべてのアダプ
タについて、不完全なファームウェア アップデート
の状態をクリアします。

次に、PCI スロット 1 のアダプタ上のアダプタ ファームウェア アップグレードを開始する例を示
します。
Server# scope chassis
Server /chassis # update-adapter-fw 192.0.2.34 /ucs/adapters/adapter4.bin activate 1
Server /chassis #

次の作業
新しいファームウェアをアクティブにするには、アダプタ ファームウェアのアクティブ化, （163
ページ）を参照してください。
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アダプタ ファームウェアのアクティブ化
重要

アクティベーションの進行中には、次のことは行わないでください。
• サーバのリセット、電源オフ、またはシャットダウン。
• CIMC のリブートまたはリセット。
• 他のファームウェアのアクティブ化。
• テクニカル サポートまたは設定データのエクスポート。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis #
指定された PCI スロットのアダプタ上のアダプ
activate-adapter-fw pci-slot {1 | タ ファームウェア イメージ 1 または 2 をアクティ
2}
ブ化します。
（注）

変更は次回のサーバ リブート時に有効
になります。

次に、PCI スロット 1 のアダプタ上のアダプタ ファームウェア イメージ 2 をアクティブにする例
を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # activate-adapter-fw 1 2
Firmware image activation suceeded
Please reset the server to run the activated image
Server /chassis #

次の作業
サーバをリブートして変更を適用します。

アダプタのリセット
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server/chassis # adapter-reset
index

index 引数で指定された PCI スロット番号のアダ
プタをリセットします。
（注）

アダプタをリセットすると、ホストも
リセットされます。

次に、PCI スロット 1 のアダプタをリセットする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # adapter-reset 1
This operation will reset the adapter and the host if it is on.
You may lose connectivity to the CIMC and may have to log in again.
Continue?[y|N] y
Server /chassis #
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章

コミュニケーション サービスの設定
この章は、次の内容で構成されています。
• HTTP の設定, 165 ページ
• SSH の設定, 166 ページ
• XML API の設定, 167 ページ
• IPMI の設定, 168 ページ
• SNMP の設定, 170 ページ

HTTP の設定
はじめる前に
HTTP を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope http

HTTP コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /http # set enabled {yes CIMC で HTTP および HTTPS サービスをイネー
| no}
ブルまたはディセーブルにします。

ステップ 3

Server /http # set http-port
number

HTTP 通信に使用するポートを設定します。 デ
フォルトは 80 です。

ステップ 4

Server /http # set https-port
number

HTTPS 通信に使用するポートを設定します。 デ
フォルトは 443 です。
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目的

ステップ 5

Server /http # set http-redirect HTTPS への HTTP 要求のリダイレクトをイネー
{yes | no}
ブルまたはディセーブルにします。

ステップ 6

Server /http # set timeout
seconds

HTTP 要求の間、CIMC がタイム アウトしてセッ
ションを終了するまで待機する秒数を設定しま
す。
60 ～ 10,800 の範囲の整数を入力します。 デフォ
ルトは 1,800 秒です。

ステップ 7

Server /http # commit

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、CIMC に HTTP を設定する例を示します。
Server# scope http
Server /http # set enabled yes
Server /http *# set http-port 80
Server /http *# set https-port 443
Server /http *# set http-redirect yes
Server /http *# set timeout 1800
Server /http *# commit
Server /http # show
HTTP Port HTTPS Port Timeout Active Sessions Enabled HTTP Redirected
---------- ---------- -------- --------------- ------- ---------------80
443
1800
0
yes
yes
Server /http #

SSH の設定
はじめる前に
SSH を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope ssh

SSH コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /ssh # set enabled {yes CIMC で SSH をイネーブルまたはディセーブル
| no}
にします。

ステップ 3

Server /ssh # set ssh-port
number

セキュア シェル アクセスに使用するポートを
設定します。 デフォルトは 22 です。

ステップ 4

Server /ssh # set timeout
seconds

SSH 要求がタイム アウトしたものとシステムが
判断するまで待機する秒数を設定します。
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目的
60 ～ 10,800 の範囲の整数を入力します。 デフォ
ルトは 300 秒です。

ステップ 5

Server /ssh # commit

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

ステップ 6

Server /ssh # show [detail]

（任意）SSH の設定を表示します。

次に、CIMC に SSH を設定する例を示します。
Server# scope ssh
Server /ssh # set enabled yes
Server /ssh *# set ssh-port 22
Server /ssh *# set timeout 600
Server /ssh *# commit
Server /ssh # show
SSH Port
Timeout Active Sessions Enabled
---------- -------- --------------- ------22
600
1
yes
Server /ssh #

XML API の設定
CIMC用 の XML API
Cisco CIMC XML アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）は、C シリーズ ラッ
クマウント サーバ用の CIMC に対するプログラマチック インターフェイスです。 この API は、
HTTP または HTTPS 経由で XML ドキュメントを受け取ります。
XML API の詳細については、『Cisco UCS Rack-Mount Servers CIMC XML API Programmer’s Guide』
を参照してください。

XML API のイネーブル化
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

Server# scope xmlapi

XML API コマンド モードを開始します。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リリー
ス 1.5
OL-28993-03-J

167

コミュニケーション サービスの設定
IPMI の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

Server /xmlapi # set enabled {yes | CIMC の XML API 制御をイネーブルまたは
no}
ディセーブルにします。

ステップ 3

Server /xmlapi # commit

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、CIMC の XML API 制御をイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示しま
す。
Server# scope xmlapi
Server /xmlapi # set enabled yes
Server /xmlapi *# commit
Server /xmlapi # show detail
XMLAPI Settings:
Enabled: yes
Active Sessions: 0
Max Sessions: 4
Server /xmlapi #

IPMI の設定
IPMI Over LAN
インテリジェント プラットフォーム管理インターフェイス（IPMI）では、サーバ プラットフォー
ムに組み込まれているサービス プロセッサとのインターフェイスのためのプロトコルを定義して
います。 このサービス プロセッサはベースボード管理コントローラ（BMC）と呼ばれ、サーバ
のマザーボードに存在します。 BMC は、メイン プロセッサおよびボード上の他の要素に、簡単
なシリアル バスを使用してリンクします。
通常動作の間、IPMI は、サーバのオペレーティング システムがシステム ヘルスについての情報
を取得し、システムのハードウェアを制御できるようにします。 たとえば、IPMI を使用すると、
温度、ファンの速度、および電圧などのセンサーをモニタして、問題を事前に検出できます。
サーバの温度が指定されているレベルより高くなった場合、サーバのオペレーティング システム
は BMC に対して、ファンの速度を上げたり、プロセッサの速度を下げたりして問題に対処する
よう指示できます。

IPMI over LAN の設定
IPMI over LAN は、CIMC を IPMI メッセージで管理する場合に設定します。

はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
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手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

Server# scope ipmi

IPMI コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /ipmi # set
enabled {yes | no}

このサーバで IPMI アクセスをイネーブルまたはディセーブ
ルにします。

ステップ 3

Server /ipmi # set
privilege-level
{readonly | user |
admin}

このサーバで IPMI セッションに割り当て可能な最高特権レ
ベルを指定します。ここに表示される値は次のとおりです。
• readonly ：IPMI ユーザは情報を表示できますが、変更
できません。 このオプションを選択した場合、
「Administrator」、「Operator」、または「User」ユー
ザ ロールを持つ IPMI ユーザが作成できるのは、読み
取り専用の IPMI セッションだけです。それ以外に所持
している IPMI 特権は関係ありません。
• user ：IPMI ユーザは一部の機能を実行できますが、管
理タスクは実行できません。 このオプションを選択し
た場合、「Administrator」または「Operator」ユーザ
ロールを持つ IPMI ユーザがこのサーバで作成できるの
は、ユーザ セッションと読み取り専用セッションだけ
です。
• admin：IPMI ユーザは使用可能なすべてのアクション
を実行できます。 このオプションを選択した場合、
「Administrator」ユーザ ロールを持つ IPMI ユーザは、
管理者、ユーザ、および読み取り専用セッションをこ
のサーバで作成できます。

ステップ 4

Server /ipmi # set
encryption-key key

ステップ 5

Server /ipmi # commit トランザクションをシステムの設定にコミットします。

IPMI 通信に使用する IPMI 暗号キーを設定します。 キーの
値は、40 個の 16 進数であることが必要です。

次に、CIMC に IPMI over LAN を設定する例を示します。
Server# scope ipmi
Server /ipmi # set enabled yes
Server /ipmi *# set privilege-level admin
Server /ipmi *# set encryption-key abcdef01234567890abcdef01234567890abcdef
Server /ipmi *# commit
Server /ipmi # show
Enabled Encryption Key
Privilege Level Limit
------- ---------------------------------------- --------------------yes
abcdef01234567890abcdef01234567890abcdef admin
Server /ipmi #
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SNMP の設定
SNMP
Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバ は、サーバの設定およびステータスを表示したり、
SNMP トラップによって障害とアラートを送信したりするために、簡易ネットワーク管理プロト
コル（SNMP）をサポートしています。 CIMC でサポートされている管理情報ベース（MIB）ファ
イルの詳細については、次の URL にある『MIB Quick Reference for Cisco UCS』を参照してくださ
い。http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/mib/reference/UCS_MIBRef.html

SNMP プロパティの設定
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

Server# scope snmp

ステップ 2

Server /snmp # set enabled SNMP をイネーブルまたはディセーブルにします。
{yes | no}
（注）
追加の SNMP コンフィギュレーション コマ
ンドが受け入れられる前には、SNMP をイ
ネーブルにして保存する必要があります。

ステップ 3

Server /snmp # commit

ステップ 4

Server /snmp # set
CIMC が SNMP ホストに送信するトラップ メッセー
community-str community ジに含まれるデフォルトの SNMP v1 または v2c コミュ
ニティ名を指定します。 名前には最大 18 文字を使用
できます。

ステップ 5

Server /snmp #
setcommunity-access

[Disabled]、[Limited]、または [Full] のいずれかになり
ます。

ステップ 6

Server /snmp #
settrap-community-str

トラップ情報が送信される SNMPコミュニティ グルー
プを指定します。 名前には最大 18 文字を使用できま
す。

ステップ 7

Server /snmp # set
sys-contact contact

SNMP の実装を担当する、システムの連絡先を指定し
ます。 連絡先情報には、電子メール アドレス、名前

SNMP コマンド モードを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
と電話番号などを最大 254 文字で指定できます。 ス
ペースが含まれている値を入力するには、エントリを
引用符で囲む必要があります。
ステップ 8

Server /snmp # set
sys-location location

SNMP エージェント（サーバ）が実行されるホストの
場所を指定します。 ロケーション情報には最大 254
文字を使用できます。 スペースが含まれている値を
入力するには、エントリを引用符で囲む必要がありま
す。

ステップ 9

Server /snmp # commit

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

次に、SNMP プロパティを設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
Server# scope snmp
Server /snmp # set enabled yes
Server /snmp *# commit
Server /snmp # set community-str cimcpublic
Server /snmp # set community-access Full
Server /snmp # set trap-community-str public
Server /snmp *# set sys-contact "User Name <username@example.com> +1-408-555-1212"
Server /snmp *# set sys-location "San Jose, California"
Server /snmp *# commit
Server /snmp # show detail
SNMP Settings:
SNMP Port: 161
System Contact: User Name <username@example.com> +1-408-555-1212
System Location: San Jose, California
SNMP Community: cimcpublic
SNMP Trap community: public
SNMP Community access: Full
Enabled: yes
Server /snmp #

次の作業
「SNMP トラップ設定の指定, （171 ページ）」の説明に従って SNMP トラップ設定を設定しま
す。

SNMP トラップ設定の指定
はじめる前に
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。
• トラップの設定を実行する前に、SNMP をイネーブルにして保存する必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope snmp

SNMP コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /snmp # scope
trap-destinations number

指定した宛先に対して SNMP トラップ宛先コマ
ンド モードを開始します。 4 つの SNMP トラッ
プ宛先を使用できます。 宛先の number は、1 ～
15 の範囲の整数です。

ステップ 3

Server /snmp/trap-destinations #
set enabled {yes | no}

SNMPトラップ宛先をイネーブルまたはディセー
ブルにします。

ステップ 4

Server /snmp/trap-destinations #
set version {1 | 2 | 3}

必要なトラップ メッセージの SNMP バージョン
を指定します。
（注）

ステップ 5

Server /snmp/trap-destinations #
set type {trap | inform}

SNMPv3 トラップは SNMPv3 ユーザ
およびキー値が正しく設定されている
場所だけに配信されます。

SNMP 通知メッセージを単純なトラップとして
送信するのか、レシーバによる確認応答が必要
なインフォーム要求として送信するかを指定し
ます。
（注）

通知オプションは V2 ユーザに対して
のみ選択できます。

ステップ 6

Server /snmp/trap-destinations #
set user user

ステップ 7

Server /snmp/trap-destination # set SNMP トラップ情報を送信する宛先 IP アドレス
v4-addr ip-address
を指定します。

ステップ 8

Server /snmp/trap-destination #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミット
します。

次に、汎用の SNMP トラップとトラップの宛先番号 1 を設定し、トランザクションをコミットす
る例を示します。
Server# scope snmp
Server /snmp # Scope trap-destinations 1
Server /snmp/trap-destination *# set enabled yes
Server /snmp/trap-destination *# set version 2
Server /snmp/trap-destination *# set type inform
Server /snmp/trap-destination *# set user user1
Server /snmp/trap-destination *# set v4-addr 192.2.3.4
Server /snmp/trap-destination *# commit
Server /snmp/trap-destination # show detail
Trap Destination 1:
Enabled: yes
SNMP version: 2
Trap type: inform
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SNMP user: user1
IPv4 Address: 192.2.3.4
Delete Trap: no
Server /snmp/trap-destination #

テスト SNMP トラップ メッセージの送信
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope snmp

SNMP コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /snmp #
sendSNMPtrap

イネーブルにされている設定済みの SNMP トラップ
宛先に SNMP テスト トラップを送信します。
（注）

テスト メッセージを送信するために、ト
ラップは設定済みで、イネーブルにされて
いる必要があります。

次に、イネーブルにされているすべての SNMP トラップ宛先にテスト メッセージを送信する例を
示します。
Server# scope snmp
Server /snmp # sendSNMPtrap
SNMP Test Trap sent to the destination.
Server /snmp #

SNMPv3 ユーザの設定
はじめる前に
• このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
• これらのコンフィギュレーション コマンドが受け入れられる前には、SNMP をイネーブルに
して保存する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

Server# scope snmp

SNMP コマンド モードを開始します。
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目的

ステップ 2

Server /snmp # scope v3users
number

指定したユーザ番号の SNMPv3 ユーザのコマンド
モードを開始します。

ステップ 3

Server /snmp/v3users # set
v3add {yes | no}

SNMPv3 ユーザを追加または削除します。 次のい
ずれかになります。
• yes：このユーザは SNMPv3 ユーザとしてイ
ネーブルであり、SNMP OID ツリーにアクセ
スできます。
（注）

セキュリティ名とセキュリティレベ
ルがこの時点で設定されていない
と、ユーザの追加に失敗します。

• no：このユーザ コンフィギュレーションは削
除されます。
ステップ 4

Server /snmp/v3users # set
このユーザの SNMP ユーザ名を入力します。
v3security-name security-name

ステップ 5

Server /snmp/v3users # set
このユーザのセキュリティ レベルを選択します。
v3security-level {noauthnopriv 次のいずれかになります。
| authnopriv | authpriv}
• noauthnopriv：ユーザは許可またはプライバ
シー パスワードを必要としません。
• authnopriv：ユーザは許可パスワードを必要
としますが、プライバシー パスワードは必要
としません。 このオプションを選択した場合
は、認証キーを設定する必要があります。
• authpriv：ユーザは許可パスワードとプライバ
シー パスワードの両方が必要です。 このオプ
ションを選択した場合は、認証キーおよび秘
密暗号キーを設定する必要があります。

ステップ 6

Server /snmp/v3users # set
v3proto {MD5 | SHA}

このユーザの認証プロトコルを選択します。

ステップ 7

Server /snmp/v3users # set
v3auth-key auth-key

このユーザの許可パスワードを入力します。

ステップ 8

Server /snmp/v3users # set
v3priv-proto {DES | AES}

このユーザの暗号化プロトコルを選択します。

ステップ 9

Server /snmp/v3users # set
このユーザの秘密暗号キー（プライバシーパスワー
v3priv-auth-key priv-auth-key ド）を入力します。
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ステップ 10

目的

Server /snmp/v3users # commit トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。

次に、SNMPv3 ユーザ番号 2 を設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
Server# scope snmp
Server /snmp # scope v3users 2
Server /snmp/v3users # set v3add yes
Server /snmp/v3users *# set v3security-name ucsSNMPV3user
Server /snmp/v3users *# set v3security-level authpriv
Server /snmp/v3users *# set v3proto SHA
Server /snmp/v3users *# set v3auth-key
Please enter v3auth-key:ex4mp1ek3y
Please confirm v3auth-key:ex4mp1ek3y
Server /snmp/v3users *# set v3priv-proto AES
Server /snmp/v3users *# set v3priv-auth-key
Please enter v3priv-auth-key:!1@2#3$4%5^6&7*8
Please confirm v3priv-auth-key:!1@2#3$4%5^6&7*8
Server /snmp/v3users *# commit
Settings are being applied ... allow a few minutes for the process to complete
Server /snmp/v3users # show detail
User 2:
Add User: yes
Security Name: ucsSNMPV3user
Security Level: authpriv
Auth Type: SHA
Auth Key: ******
Encryption: AES
Private Key: ******
Server /snmp/v3users #
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章

証明書の管理
この章は、次の内容で構成されています。
• サーバ証明書の管理, 177 ページ
• 証明書署名要求の生成, 178 ページ
• 自己署名証明書の作成, 180 ページ
• サーバ証明書のアップロード, 182 ページ

サーバ証明書の管理
証明書署名要求（CSR）を生成して新しい証明書を取得し、新しい証明書を CIMC にアップロー
ドして現在のサーバ証明書と交換することができます。 サーバ証明書は、Verisign のようなパブ
リック Certificate Authority（CA; 認証局）、または独自に使用している認証局のいずれかによって
署名されます。

手順
ステップ 1

CIMC から CSR を生成します。

ステップ 2

証明書の発行と署名を行う認証局に CSR ファイルを送信します。 組織で独自の自己署名証明書を
生成している場合は、CSR ファイルを使用して自己署名証明書を生成できます。

ステップ 3

新しい証明書を CIMC にアップロードします。
（注）
アップロードされた証明書は、CIMC によって生成された CSR から作成される必要があ
ります。 この方法で作成されていない証明書はアップロードしないでください。
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証明書署名要求の生成
自己署名証明書は、generate-csr コマンドを使用して手動で生成するか、ホスト名の変更時に自動
的に生成できます。 自己署名証明書のホスト名と自動生成の変更の詳細については、共通プロパ
ティの設定, （90 ページ）を参照してください。
証明書署名要求を手動で生成するには、次の手順を実行します。

はじめる前に
証明書を設定するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope certificate

証明書コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /certificate # generate-csr

証明書署名要求（CSR）の生成に関するダ
イアログを起動します。

証明書署名要求に関して、次の情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。
Common Name（CN）

CIMC の完全修飾ホスト名

Organization Name (O)

証明書を要求している組織。

Organization Unit (OU)

組織ユニット

Locality（L）

証明書を要求している会社の本社が存在する市
または町。

StateName (S)

証明書を要求している会社の本社が存在する州
または行政区分。

Country Code (CC)

会社の本社が存在する国を示す 2 文字の ISO 国
コード。

Email

会社の管理用電子メールの連絡先。

要求された情報を入力すると、証明書署名要求が生成され、コンソール出力に表示されます。CSR
ファイルは作成されませんが、コンソール出力から CSR 情報をコピーして、テキスト ファイルに
貼り付けることができます。
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次に、証明書署名要求を生成する例を示します。
Server# scope certificate
Server /certificate # generate-csr
Common Name (CN): test.example.com
Organization Name (O): Example, Inc.
Organization Unit (OU): Test Department
Locality (L): San Jose
StateName (S): CA
Country Code (CC): US
Email: user@example.com
Continue to generate CSR?[y|N]y
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE
BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvzxmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=
-----END CERTIFICATE REQUEST----Copy everything from "-----BEGIN ..." to "END CERTIFICATE REQUEST-----",
paste to a file, send to your chosen CA for signing,
and finally upload the signed certificate via upload command.
---OR--Continue to self sign CSR and overwrite the current certificate?
All HTTPS and SSH sessions will be disconnected. [y|N]N

次の作業
次のいずれかの作業を実行します。
• 公共の認証局から証明書を取得せず、組織も独自の認証局を運用していない場合、CSRから
自己署名証明書を内部生成し、すぐにサーバにアップロードするよう、CIMC を設定できま
す。 この処理を行うには、この例では最後のプロンプトの後に y と入力します。
• 組織が自己署名証明書を生成するための独自の証明書サーバを運用している場合は、
「-----BEGIN ...」から「END CERTIFICATE REQUEST-----」までのコマンド出力をコピーし
て、csr.txt というファイルに貼り付けます。 CSR ファイルを証明書サーバに入力して、自己
署名証明書を生成します。
• 公共の認証局から証明書を取得する場合は、「-----BEGIN ...」から「END CERTIFICATE
REQUEST-----」までのコマンド出力をコピーして、csr.txt というファイルに貼り付けます。
CSR ファイルを認証局に提出して、署名付き証明書を取得します。
CIMC によって自己署名証明書を内部生成し、アップロードする最初のオプションを使用しない
場合は、証明書コマンド モードで upload コマンドを使用して新しい証明書をアップロードする必
要があります。
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自己署名証明書の作成
パブリック Certificate Authority（CA; 認証局）を使用してサーバ証明書の生成と署名を行う代わり
に、独自の CA を運用して独自の証明書に署名することができます。 このセクションでは、Linux
で実行されている OpenSSL 証明書サーバを使用して CA を作成するコマンドおよびサーバ証明書
を生成するコマンドについて説明します。 OpenSSL の詳細については、http://www.openssl.org を
参照してください。

（注）

これらのコマンドは、CIMC CLI ではなく、OpenSSL パッケージを使用している Linux サーバ
で入力します。

はじめる前に
組織内のサーバで、証明書サーバのソフトウェア パッケージを取得してインストールします。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

openssl genrsa -out CA_keyfilename
keysize

このコマンドは、CA で使用される RSA 秘密キー
を生成します。
（注）
ユーザ入力なしで CA がキーにアクセス
できるように、このコマンドに -des3 オ
プションは使用しないでください。
指定されたファイル名には、指定されたサイズの
RSA キーが含まれています。

例：
# openssl genrsa -out ca.key 1024

ステッ
プ2

openssl req -new -x509 -days numdays このコマンドは、指定されたキーを使用して、CA
-key CA_keyfilename -out
の自己署名証明書を新規に作成します。 証明書は
CA_certfilename
指定された期間有効になります。 このコマンド
は、ユーザに証明書の追加情報を求めるプロンプ
例：
トを表示します。
# openssl req -new -x509 -days
365 -key ca.key -out ca.crt

ステッ
プ3

echo "nsCertType = server" >
openssl.conf
例：
# echo "nsCertType = server" >
openssl.conf

証明書サーバは、アクティブな CA です。
このコマンドは、証明書がサーバ限定の証明書で
あることを指定する行を OpenSSL 設定ファイルに
追加します。 この指定により、認証されたクライ
アントがサーバになりすます man-in-the-middle 攻
撃を防御できます。
OpenSSL 設定ファイル openssl.conf に
は、"nsCertType = server" という文が含まれていま
す。
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ステッ
プ4

コマンドまたはアクション

目的

openssl x509 -req -days numdays -in
CSR_filename -CA CA_certfilename
-set_serial 04 -CAkey CA_keyfilename
-out server_certfilename -extfile
openssl.conf

このコマンドは、CA が CSR ファイルを使用して
サーバ証明書を生成するように指示します。
サーバ証明書は、出力ファイルに含まれていま
す。

例：
# openssl x509 -req -days 365 -in
csr.txt -CA ca.crt -set_serial
04
-CAkey ca.key -out myserver05.crt
-extfile openssl.conf

この例は、CA の作成方法、および新規に作成された CA が署名するサーバ証明書の生成方法を示
します。 これらのコマンドは、OpenSSL を実行している Linux サーバで入力します。
# /usr/bin/openssl genrsa -out ca.key 1024
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
.............++++++
.....++++++
e is 65537 (0x10001)
# /usr/bin/openssl req -new -x509 -days 365 -key ca.key -out ca.crt
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a
DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [GB]:US
State or Province Name (full name) [Berkshire]:California
Locality Name (eg, city) [Newbury]:San Jose
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:Example Incorporated
Organizational Unit Name (eg, section) []:Unit A
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:example.com
Email Address []:admin@example.com
# echo "nsCertType = server" > openssl.conf
# /usr/bin/openssl x509 -req -days 365 -in csr.txt -CA ca.crt -set_serial 01 -CAkey ca.key -out server.crt
-extfile openssl.conf
Signature ok
subject=/C=US/ST=California/L=San Jose/O=Example Inc./OU=Unit
A/CN=example.com/emailAddress=john@example.com
Getting CA Private Key
#

次の作業
新しい証明書を CIMC にアップロードします。
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サーバ証明書のアップロード
はじめる前に
証明書をアップロードするには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
アップロードする証明書は、読み取り可能テキストとして使用できる必要があります。 アップ
ロード手順で、証明書テキストをコピーして CLI に貼り付けます。

（注）

最初に、CIMC 証明書管理 CSR の生成手順を使用して CSR を生成し、その CSR を使用して
アップロード用の証明書を取得する必要があります。 この方法で取得されていない証明書は
アップロードしないでください。

（注）

新しいサーバ証明書がアップロードされると、現在の HTTPS および SSH セッションはすべて
切断されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope certificate

証明書コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /certificate # upload

新しいサーバ証明書を入力してアップロー
ドするためのダイアログが起動します。

プロンプトが表示されたら、証明書テキストをコピーしてコンソールに貼り付け、CTRL を押し
た状態で D を押して証明書をアップロードします。
次に、新しい証明書をサーバにアップロードする例を示します。
Server# scope certificate
Server /certificate # upload
Please paste your certificate here, when finished, press CTRL+D.
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE
BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT
ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvzxmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl
GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6
mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=
-----END CERTIFICATE----<CTRL+D>
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プラットフォームイベントフィルタの設定
この章は、次の内容で構成されています。
• プラットフォーム イベント フィルタ, 183 ページ
• プラットフォーム イベント アラートのイネーブル化, 184 ページ
• プラットフォーム イベント アラートのディセーブル化, 184 ページ
• プラットフォーム イベント フィルタの設定, 185 ページ
• プラットフォーム イベント トラップ設定の設定, 187 ページ
• プラットフォーム イベント トラップの解釈, 187 ページ

プラットフォーム イベント フィルタ
プラットフォーム イベント フィルタ（PEF）は、アクションをトリガーしたり、ハードウェア関
連の重要なイベントが発生したときはアラートを生成したりできます。 PEF ごとに、プラット
フォーム イベントが発生したときに実行するアクション（またはアクションを実行しないこと）
を選択できます。また、プラットフォームイベントが発生したときにアラートを生成して送信す
ることもできます。 アラートは SNMP トラップとして送信されるので、アラートを送信するに
は、先に SNMP トラップの宛先を設定する必要があります。
プラットフォームイベントアラートの生成はグローバルにイネーブルまたはディセーブルにでき
ます。 ディセーブルにすると、PEF がアラートを送信するように設定されていても、アラートは
送信されません。
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プラットフォーム イベント アラートのイネーブル化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope fault

障害コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /fault # set
platform-event-enabled yes

プラットフォーム イベント アラートをイ
ネーブルにします。

ステップ 3

Server /fault # commit

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

ステップ 4

Server /fault # show [detail]

（任意）プラットフォーム イベント アラー
トの設定を表示します。

次に、プラットフォーム イベント アラートをイネーブルにする例を示します。
Server# scope fault
Server /fault # set platform-event-enabled yes
Server /fault *# commit
Server /fault # show
SNMP Community String Platform Event Enabled
--------------------- ----------------------public
yes
Server /fault #

プラットフォーム イベント アラートのディセーブル化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope fault

障害コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /fault # set
platform-event-enabled no

プラットフォーム イベント アラートをディ
セーブルにします。

ステップ 3

Server /fault # commit

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

ステップ 4

Server /fault # show [detail]

（任意）プラットフォーム イベント アラー
トの設定を表示します。
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次に、プラットフォーム イベント アラートをディセーブルにする例を示します。
Server# scope fault
Server /fault # set platform-event-enabled no
Server /fault *# commit
Server /fault # show
SNMP Community String Platform Event Enabled
--------------------- ----------------------public
no
Server /fault #

プラットフォーム イベント フィルタの設定
次のプラットフォーム イベント フィルタに対する処理とアラートを設定できます。
ID

プラットフォーム イベント フィルタ

1

温度緊急アサート フィルタ

2

温度警告アサート フィルタ

3

電圧緊急アサート フィルタ

4

電流アサート フィルタ

5

ファン緊急アサート フィルタ

6

プロセッサ アサート フィルタ

7

電源緊急アサート フィルタ

8

電源警告アサート フィルタ

9

電源冗長性損失フィルタ

10

ディスクリート電源アサート フィルタ

11

メモリ アサート フィルタ

12

ドライブ スロット アサート フィルタ
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

Server# scope fault

ステップ 2

Server /fault # scope pef id 指定したイベントに対してプラットフォーム イベント
フィルタ コマンド モードを開始します。

障害コマンド モードを開始します。

イベント ID 番号に対応するプラットフォーム イベント
フィルタの表を参照してください。
ステップ 3

Server /fault/pef # set
action {none | reboot |
power-cycle | power-off}

このイベントが発生した場合に必要なシステムの処理
を選択します。 次のいずれかの処理を選択できます。
• none：システム アクションは実行されません。
• reboot：サーバがリブートされます。
• power-cycle：サーバの電源が再投入されます。
• power-off：サーバの電源がオフになります。

ステップ 4

Server /fault/pef # set
send-alert {yes | no}

このイベントに対するプラットフォーム イベント ア
ラートの送信をイネーブルまたはディセーブルにしま
す。
（注）

ステップ 5

送信するアラートについて、フィルタ トラッ
プを正しく設定し、プラットフォーム イベン
ト アラートをイネーブルにする必要がありま
す。

Server /fault/pef # commit トランザクションをシステムの設定にコミットします。

次に、イベントに対するプラットフォーム イベント アラートを設定します。
Server# scope fault
Server /fault # scope pef 11
Server /fault/pef # set action reboot
Server /fault/pef *# set send-alert yes
Server /fault/pef *# commit
Server /fault/pef # show
Platform Event Filter Event
Action
Send Alert
--------------------- --------------------------- ----------- -----------------11
Memory Assert Filter
reboot
yes
Server /fault/pef #

次の作業
アラートを送信するように任意の PEF を設定している場合は、プラットフォーム イベント アラー
トをイネーブルにします。
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プラットフォーム イベント トラップ設定の設定
はじめる前に
このタスクを実行するには、admin 権限でログインする必要があります。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope fault

障害コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /fault # scope
pef-destinations

プラットフォーム イベント フィルタ宛先コ
マンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /fault /pef-destinations # set
enabled yes

プラットフォーム イベント トラップ宛先を
イネーブルにします。

ステップ 4

Server /fault /pef-destinations # set
addr IP Address

プラットフォーム イベント トラップ情報を
送信する宛先 IP アドレスを指定します。

ステップ 5

Server /fault /pef-destinations #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、一般的なプラットフォーム イベント トラップ設定とトラップ宛先番号 1 を設定し、トラン
ザクションをコミットする例を示します。
Server# scope
Server /fault
Server /fault
Server /fault
Server /fault
Server /fault

fault
# scope pef-destination 1
/pef-destinations *# set enabled yes
/pef-destinations *# set addr 1.2.3.4
/pef-destinations *# commit
/pef-destinations # show

Trap Destination 1:
IP Address: 1.2.3.4
Enabled: yes
Server /fault /pef-destinations #

プラットフォーム イベント トラップの解釈
CIMC プラットフォーム イベント アラートには、1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.event の形式でエンター
プライズ オブジェクト ID（OID）が含まれます。 OID の最初の 10 個のフィールドは、
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).wired_for_management(3183).PET(1).version(1).version(0)

を表し、IPMI プラットフォーム イベント トラップ（PET）バージョン 1.0 メッセージであること
を示しています。 最後のフィールドはイベント番号であり、通知されている特定の状態またはア
ラートを示しています。
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プラットフォーム イベント トラップの説明
次の表に、プラットフォーム イベント トラップ メッセージで通知されるイベントの説明を示し
ます。これらは、トラップ OID のイベント番号に基づいています。
イベント番号 [注記 1]

プラットフォーム イベントの説明

0

0h

テスト トラップ

65799

010107h

温度に関する警告

65801

010109h

温度が重大な状態

131330

020102h

電圧不足、緊急

131337

020109h

電圧が重大な状態

196871

030107h

電流に関する警告

262402

040102h

ファンが重大な状態

459776

070400h

プロセッサ関連（IOH-Thermalert/Caterr センサー）：予測障害非
アサート

459777

070401h

プロセッサ関連（IOH-Thermalert/Caterr センサー）：予測障害ア
サート

460032

070500h

プロセッサ電力警告：制限未超過

460033

070501h

プロセッサ電力警告：制限超過

524533

0800F5h

電源が重大な状態

524551

080107h

電源に関する警告

525313

080401h

個々の電源に関する警告

527105

080B01h

電源冗長性の損失

527106

080B02h

電源冗長性復元

552704

086F00h

電源挿入済み

552705

086F01h

電源モジュール障害

552707

086F03h

電源 AC の損失

786433

0C0001h

修正可能な ECC メモリ エラー、リリース 1.3(1) 以降のリリー
ス、すべての読み取りタイプを受け入れるように設定されたフィ
ルタ [注記 4]

786439

0C0007h

DDR3_INFO センサー LED：RED ビット アサート（DIMM での
ECC エラーの可能性が高い）、汎用センサー [注記 2、3]

786689

0C0101h

修正可能な ECC メモリ エラー、リリース 1.3(1) 以降のリリー
ス
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イベント番号 [注記 1]

プラットフォーム イベントの説明

818945

0C7F01h

修正可能な ECC メモリ エラー、リリース 1.2(x) 以前のリリー
ス

818951

0C7F07h

DDR3_INFO センサー LED：RED ビット アサート（DIMM での
ECC エラーの可能性が高い）、1.2(x) 以前のリリース [注記 3]

851968

0D0000h

HDD センサーで障害が示されない、汎用センサー [注記 2]

851972

0D0004h

HDD センサーで障害が示される、汎用センサー [注記 2]

854016

0D0800h

HDD が存在しない、汎用センサー [注記 2]

854017

0D0801h

HDD が存在する、汎用センサー [注記 2]

880384

0D6F00h

HDD あり、障害の兆候なし

880385

0D6F01h

HDD の障害

880512

0D6F80h

HDD が存在しない

880513

0D6F81h

HDD がアサート解除されたが障害状態ではない

884480

0D7F00h

ドライブ スロット LED オフ

884481

0D7F01h

ドライブ スロット LED オン

884482

0D7F02h

ドライブ スロット LED 高速で点滅

884483

0D7F03h

ドライブ スロット LED 低速で点滅

884484

0D7F04h

ドライブ スロット LED 緑

884485

0D7F05h

ドライブ スロット LED オレンジ

884486

0D7F01h

ドライブ スロット LED 青

884487

0D7F01h

ドライブ スロット LED 読み取り

884488

0D7F08h

ドライブ スロット オンライン

884489

0D7F09h

ドライブ スロット低下

注記 1：イベント番号の書式の基本情報については、次の URL にある『IPMI Platform Event Trap
Format Specification v1.0』を参照してください。ftp://download.intel.com/design/servers/ipmi/pet100.pdf
注記 2：一部のプラットフォームおよびリリースでは汎用センサー実装が使用され、一部のプ
ラットフォームおよびリリースではシスコ独自のセンサー実装が使用されます。
注記 3：リリース 1.3(1) 以降のリリースでは、ECC センサーによって LED はアクティブ化され
なくなりました。
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イベント番号 [注記 1]

プラットフォーム イベントの説明

注記 4：すべての読み取りタイプを受け入れるようにイベント フィルタが設定された場合は、
16 進のイベント番号のビット 15:8 は 0 にマスクされます。 たとえば、イベント番号 786689
（0C0101h）は 786433（0C0001h）になります。
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章

CIMC ファームウェア管理
この章は、次の内容で構成されています。
• ファームウェアの概要, 191 ページ
• シスコからのファームウェアの入手, 192 ページ
• リモート サーバからの CIMC ファームウェアのインストール, 194 ページ
• インストールした CIMC ファームウェアのアクティブ化, 195 ページ
• リモート サーバからの BIOS ファームウェアのインストール, 197 ページ

ファームウェアの概要
C シリーズ サーバは、使用する C シリーズ サーバ モデルに特有のシスコ認定ファームウェアを
使用します。すべてのサポート対象サーバモデルのファームウェアの新しいリリースは、Cisco.com
からダウンロードできます。

注意

新しい BIOS ファームウェアをインストールする場合は、サーバで動作している CIMC ファー
ムウェアと同じソフトウェア リリースの BIOS ファームウェアにする必要があります。 一致
する CIMC ファームウェアをアクティブ化するまでは、新しい BIOS ファームウェアをインス
トールしないでください。インストールすると、サーバがブートしなくなります。
問題の発生を回避するために、Cisco Host Upgrade Utility（HUU）を使用することを強くお勧め
します。これにより、BIOS、CIMC、その他のファームウェアが、互換性のあるレベルにアッ
プグレードされます。 このユーティリティの詳細については、インストールする CIMC ソフ
トウェア リリースに合ったバージョンの HUU の『Cisco Host Upgrade Utility Guide』を参照し
てください。 HUU ガイドは次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/
ps10493/products_user_guide_list.html。
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ファームウェアを手動で更新する場合は、最初に CIMC ファームウェアを更新する必要がありま
す。 CIMC ファームウェアの更新プロセスは、次の段階に分けられます。これは、サーバがオフ
ラインになる時間を最小限にするためです。
• インストール。 この段階では、CIMC は、選択した CIMC ファームウェアをサーバの非アク
ティブまたはバックアップ スロットにインストールします。
• アクティブ化。 この段階では、CIMC は非アクティブ ファームウェア バージョンをアクティ
ブとして設定してサーバをリブートします。これにより、サービスが中断されます。 サーバ
をリブートすると、新規のアクティブ スロット内のファームウェアが、実行中のバージョン
になります。
CIMC ファームウェアをアクティブ化した後は、BIOS ファームウェアを更新できます。 BIOS 更
新プロセス中は、サーバの電源をオフにする必要があります。そうしないと、プロセスが複数の
段階に分けられません。 その代り、発行するコマンドは 1 つで済みます。CIMC は BIOS ファー
ムウェアをできる限り迅速にインストールし、更新します。 CIMC がリブートを完了すると、サー
バの電源をオンにして、サービスに戻すことができます。

（注）

古いファームウェア バージョンを新しいものにアップグレードしたり、新しいファームウェ
ア バージョンを古いものにダウングレードしたりできます。

シスコからのファームウェアの入手
手順
ステップ 1

http://www.cisco.com/ にアクセスします。

ステップ 2

まだログインしていない場合は、ページの右上隅にある [ログイン] をクリックし、Cisco.com のク
レデンシャルを使用してログインします。

ステップ 3

上部のメニュー バーで、[サポート] をクリックします。

ステップ 4

ロール ダウン メニューの [すべてのダウンロード] をクリックします。

ステップ 5

使用しているサーバ モデルが [最近使用した製品] リストに表示される場合は、サーバ名をクリッ
クします。 含まれていない場合は、次の手順を実行します。
a) 左側のボックスの [製品] をクリックします。
b) 中央のボックスで、[ユニファイド コンピューティングおよびサーバ] をクリックします。
c) 右側のボックスで、[Cisco UCS C-Series ラックマウント スタンドアロン サーバ ソフトウェア]
をクリックします。
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d) 右のボックスで、ソフトウェアをダウンロードするサーバ モデルをクリックします。
ステップ 6

[ユニファイド コンピューティング システム（UCS）サーバ ファームウェア] リンクをクリックし
ます。

ステップ 7

（任意） ページに左側にあるメニュー バーから以前のリリースを選択します。

ステップ 8

選択したリリースの Cisco Host Upgrade Utility ISO に関連付けられている [ダウンロード] ボタンを
クリックします。

ステップ 9

[使用許諾契約に同意] をクリックします。

ステップ 10

ISO ファイルをローカル ドライブに保存します。
Cisco Host Upgrade Utility が含まれているこの ISO ファイルを使用して、CIMC と BIOS ファーム
ウェアをアップグレードすることをお勧めします。 このユーティリティの詳細については、イン
ストールする CIMC ソフトウェア リリースに合ったバージョンの HUU の『Cisco Host Upgrade
Utility Guide』を参照してください。 HUU ガイドは次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/
en/US/products/ps10493/products_user_guide_list.html。

ステップ 11

（任意） CIMC と BIOS ファームウェアを手動でアップグレードする場合は、次の手順を実行し
ます。
a) ISO ファイルから、ファームウェア インストール ファイルを含む ZIP ファイルを開きます。
この ZIP ファイルは ISO ファイルの最上位レベルにあり、ファイル名の書式は
ServerModel_ReleaseNumber.ZIP に従います。
たとえば、C240M3_1.4.4A.ZIP などです。
この ZIP ファイルに含まれるすべてのファイルを抽出する必要はありません。 この ZIP ファイ
ルを開くだけで、BIOS ファームウェア インストール CAP ファイルと、CIMC ファームウェア
インストール BIN ファイルを含む ZIP ファイルにアクセスできます。
b) ServerModel_ReleaseNumber.ZIP ファイルから BIOS ファームウェア インストール CAP
ファイルを抽出して、ローカル ドライブに保存します。
CAP ファイルは ReleaseNumber/bios/cimc フォルダにあり、名前の形式は
Server-BIOS-Release-Number.CAP です。
たとえば、1.4.4a/bios/cimc/C240-BIOS-1-4-4c-0.CAP になっています。
c) ServerModel_ReleaseNumber.ZIP ファイルから、CIMC ファームウェアのインストール
ファイルが格納されている ZIP ファイルを開きます。
ZIP ファイルは ReleaseNumber/cimc フォルダにあり、名前の形式は
server-model-cimc-release.zip です。
たとえば、1.4.4a/cimc/c240-m3-cimc.1.4.4a.zip になっています。
この zip ファイルに含まれるすべてのファイルを抽出する必要はありません。 この ZIP ファイ
ルを開くだけで、CIMC ファームウェア インストール BIN ファイルにアクセスできます。
d) server-model-cimc-release.zip ファイルから、完全な CIMC ファームウェア インス
トール BIN ファイルを抽出し、ローカル ドライブに保存します。
BIN ファイルは server-model-cimc-release フォルダにあり、名前の形式は
upd-pkg-server-model-cimc.full.release.bin です。
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たとえば、c240-m3-cimc.1.4.4a/upd-pkg-c240-m3-cimc.full.1.4.4a.bin になっ
ています。
ステップ 12

（任意） ファームウェアをリモート サーバからインストールする場合は、BIOS インストール
CAP ファイルと CIMC インストール BIN ファイルを、使用するリモート サーバにコピーします。
リモート サーバは次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
サーバにはリモート サーバのコピー先フォルダに対する読み取り権限が必要です。

次の作業
Cisco Host Upgrade Utility を使用してサーバのすべてのファームウェアをアップグレードするか、
サーバ上に CIMC ファームウェアを手動でインストールします。

リモートサーバからのCIMCファームウェアのインストー
ル
はじめる前に
• CIMC CLI に、admin 権限を持つユーザとしてログインします。
• Cisco.com から Cisco Host Upgrade Utility ISO ファイルを入手し、シスコからのファームウェ
アの入手, （192 ページ）の説明に従ってファームウェア インストール ファイルを抽出しま
す。

（注）

アップデートがすでに処理中であるときにアップデートを開始すると、どちらのアップデート
も失敗します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

Server /cimc # scope firmware

CIMC ファームウェア コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 3

Server /cimc/firmware # update プロトコル、リモート サーバの IP アドレス、
protocol IP Address path
サーバ上のファームウェア ファイルへのファイ
ル パスを指定します。 プロトコルは次のいず
れかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP

ステップ 4

Server /cimc/firmware # show
detail

（任意）
ファームウェア アップデートの進捗状況を表示
します。

次に、CIMC ファームウェアをアップデートする例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope firmware
Server /cimc/firmware # update ftp 192.0.20.34 //test/dnld-ucs-k9-bundle.1.0.2h.bin
<CR> Press Enter key
Firmware update has started.
Please check the status using "show detail"
Server /cimc/firmware #

次の作業
新しいファームウェアをアクティブにします。

インストールした CIMC ファームウェアのアクティブ化
はじめる前に
CIMC ファームウェアをサーバにインストールします。
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重要

アクティベーションの進行中には、次のことは行わないでください。
• サーバのリセット、電源オフ、またはシャットダウン。
• CIMC のリブートまたはリセット。
• 他のファームウェアのアクティブ化。
• テクニカル サポートまたは設定データのエクスポート。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope firmware

ファームウェア コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 3

Server /cimc/firmware # show detail

使用可能なファームウェア イメージおよ
びステータスを表示します。

ステップ 4

Server /cimc/firmware # activate [1 | 2] 選択したイメージをアクティブにします。
イメージ番号が指定されていない場合、
サーバは現在非アクティブのイメージをア
クティブにします。

ステップ 5

プロンプトに対して y と入力し、選 BMC がリブートし、リブートが完了する
択したファームウェア イメージをア まですべての CLI および GUI セッション
クティブにします。
が終了します。

ステップ 6

再び CLI にログインし、ステップ 1 （任意）
～ 3 を繰り返してアクティベーショ
ンを確認します。

この例ではファームウェア イメージ 1 をアクティブにし、BMC がリブートした後にアクティベー
ションを確認しています。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope firmware
Server /cimc/firmware # show detail
Firmware Image Information:
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 1.3(3a)
FW Image 1 Version: 1.4(3j)
FW Image 1 State: BACKUP INACTIVATED
FW Image 2 Version: 1.3(3a)
FW Image 2 State: RUNNING ACTIVATED
Boot-loader Version: 1.4(3.21).18
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Server /cimc/firmware # activate 1
This operation will activate firmware 1 and reboot the BMC.
Continue?[y|N]y
.
.
-- BMC reboot -.
.
-- Log into CLI as Admin -Server# scope cimc
Server /cimc # scope firmware
Server /cimc/firmware # show detail
Firmware Image Information:
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 1.4(3j)
FW Image 1 Version: 1.4(3j)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 1.3(3a)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Boot-loader Version: 1.4(3.21).18

リモートサーバからのBIOSファームウェアのインストー
ル
（注）

この手順は、一部のサーバでは使用できません。 他の BIOS インストール方法については、次
の URL で入手できる『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Server BIOS Upgrade Guide』を参照して
ください。http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_
Firmware.html。

はじめる前に
• CIMC CLI に、admin 権限を持つユーザとしてログインします。
• インストールする BIOS バージョンに合った CIMC ファームウェアを、インストールした
CIMC ファームウェアのアクティブ化, （195 ページ）に従って、アクティブ化します。
• サーバの電源を切ります。

（注）

アップデートがすでに処理中であるときにアップデートを開始すると、どちらのアップデート
も失敗します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope firmware

ファームウェア コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 3

Server /cimc/firmware # show
detail

使用可能なファームウェア イメージおよびス
テータスを表示します。

ステップ 4

[Current FW Version] フィールド 重要
に表示されるファームウェア
バージョンが、インストールす
る BIOS ファームウェア バー
ジョンと一致するかどうか確認
します。

ステップ 5

Server /cimc/firmware # top

サーバのルート レベルに戻ります。

ステップ 6

Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 7

Server /bios # update protocol

使用されるプロトコルを指定します。 TFTP、
FTP、SFTP、SCP、または HTTP が使用できま
す。

ステップ 8

Server /bios # update IP Address

リモート サーバの IP アドレスまたはホスト名
を指定します。

ステップ 9

Server /bios # update path

リモート サーバ上の BIOS ファームウェア ファ
イルへのファイル パスを指定します。

CIMC ファームウェア バージョンが一
致しない場合は、この手順を続行する
前に CIMC ファームウェアをアクティ
ブ化します。そうしないとサーバが
ブートしません。 詳細については、
『インストールした CIMC ファーム
ウェアのアクティブ化, （195 ペー
ジ）』を参照してください。

次に、BIOS ファームウェアを CIMC ソフトウェア リリース 1.4(3j) に更新する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope firmware
Server /cimc/firmware # show detail
Firmware Image Information:
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 1.4(3j)
FW Image 1 Version: 1.4(3j)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 1.3(3a)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Boot-loader Version: 1.4(3.21).18
Server /cimc/firmware # top
Server # scope bios
Server /bios # update ftp 192.0.20.34 //upgrade_bios_files/C260-BIOS-1-4-3j-0.CAP
<CR> Press Enter key
Firmware update has started.
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Please check the status using "show detail"
Server /bios #
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障害およびログの表示
この章は、次の内容で構成されています。
• 障害およびログのサマリーの表示, 201 ページ
• CIMC ログ, 202 ページ
• システム イベント ログ, 206 ページ

障害およびログのサマリーの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope fault

障害コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server # show fault-entries

すべての障害のログを表示します。

次に、障害のサマリーの例を示します。
Server # scope fault
Server /fault # show fault-entries
Time
Severity
Description
------------------------ ------------ ----------------Sun Jun 27 04:00:52 2013 info
Storage Local disk 12 missing
Sat Jun 26 05:00:22 2013 warning
Power Supply redundancy is lost
Server /fault #
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CIMC ログ
CIMC ログの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope log

CIMC ログ コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /cimc/log # show entries CIMC イベントをタイムスタンプ、イベント
[detail]
を記録したソフトウェア モジュール、および
イベントの説明とともに表示します。

次に、CIMC イベントのログを表示する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope log
Server /cimc/log # show entries
Time
Severity

Source

Description

------------------- ------------- ---------------- ---------------------------------------2012 Jan 30 05:20:45 Informational BMC:ciscoNET:961 " rpc_aim_callback_function_1_svc() result == SUCCESS, callbackData size: 600 "
2012 Jan 30 05:20:45 Informational BMC:ciscoNET:961 rpc_aim_callback_function_1_svc() returned from pFunctionCallback result:0
2012 Jan 30 05:20:45 Informational BMC:ciscoNET:961 " rpc_aim_callback_function_1_svc() szFunctionName:netGetCurrentIfConfig nSize:0 nMaxSize: 600 "
--More-Server /cimc/log # show entries detail
Trace Log:
Time: 2012 Jan 30 05:20:45
Severity: Informational
Source: BMC:ciscoNET:961
Description: " rpc_aim_callback_function_1_svc() - result == SUCCESS, callbackData size:
600 "
Order: 0
Trace Log:
Time: 2012 Jan 30 05:20:45
Severity: Informational
Source: BMC:ciscoNET:961
Description: rpc_aim_callback_function_1_svc() - returned from pFunctionCallback result:0
Order: 1
Trace Log:
Time: 2012 Jan 30 05:20:45
Severity: Informational
Source: BMC:ciscoNET:961
Description: " rpc_aim_callback_function_1_svc() - szFunctionName:netGetCurrentIfConfig
nSize:0 nMaxSize: 600 "
Order: 2
--More-Server /cimc/log #
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CIMC ログのクリア
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope log

CIMC ログ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 3

Server /cimc/log # clear

CIMC ログをクリアします。

次に、CIMC イベントのログをクリアする例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope log
Server /cimc/log # clear

CIMC ログしきい値の設定
CIMC ログに含まれるメッセージの最低レベルを指定できます。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope log

CIMC ログ コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /cimc/log # set
local-syslog-severity level

重大度の level には、次のいずれかを指定できます。
順に重大度が下がります。
• emergency
• alert
• critical
• error
• warning
• notice
• informational
• debug
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コマンドまたはアクショ
ン

目的
（注）

CIMC では、選択した重大度よりも低い重
大度のメッセージはログに記録されませ
ん。 たとえば、error を選択した場合、
CIMC ログには重大度が Emergency、Alert、
Critical、または Error のすべてのメッセー
ジが含まれます。 Warning、Notice、
Informational、または Debug のメッセージ
は表示されません。

ステップ 4

Server /cimc/log # commit

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

ステップ 5

Server /cimc/log # show
local-syslog-severity

（任意）
設定された重大度レベルを表示します。

次に、最小重大度を警告として、メッセージのロギングを設定する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope log
Server /cimc/log # set local-syslog-severity warning
Server /cimc/log *# commit
Server /cimc/log # show local-syslog-severity
Local Syslog Severity: warning
Server /cimc/log #

リモート サーバへの CIMC ログの送信
1 台または 2 台のリモート syslog サーバが CIMC ログ エントリを受信するように、プロファイル
を設定できます。

はじめる前に
• リモート syslog サーバが、リモート ホストからのログを受信するよう設定されている必要が
あります。
• リモート syslog サーバが、authentication-related ログなどのすべてのタイプのログを受信する
よう設定されている必要があります。
• リモート syslog サーバのファイアウォールが、syslog メッセージが syslog サーバに到達する
ことを許可するよう設定されている必要があります。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope log

CIMC ログ コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /cimc/log # set
（任意）
remote-syslog-severity level 重大度の level には、次のいずれかを指定できます。
順に重大度が下がります。
• emergency
• alert
• critical
• error
• warning
• notice
• informational
• debug
（注）

CIMC では、選択した重大度よりも低い重
大度のメッセージは、リモートでログに記
録されません。 たとえば、error を選択し
た場合、リモート syslog サーバは重大度が
Emergency、Alert、Critical、または Error の
CIMC ログ メッセージすべてを受信しま
す。 Warning、Notice、Informational、また
は Debug のメッセージは表示されません。

ステップ 4

Server /cimc/log # scope
server {1 | 2}

ステップ 5

Server /cimc/log/server # set リモート syslog サーバの IP アドレスを指定します。
server-ip ip-address

ステップ 6

Server /cimc/log/server # set この syslog サーバへの CIMC ログ エントリの送信を
enabled {yes | no}
イネーブルにします。

ステップ 7

Server /cimc/log/server #
commit

2 台のリモート syslog サーバ プロファイルのいずれ
かを選択し、プロファイルを設定するコマンドモー
ドを開始します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。
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次に、リモート syslog サーバ プロファイルを設定し、重大度レベル Warning 以上の CIMC ログ エ
ントリの送信をイネーブルにする例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope log
Server /cimc/log # set remote-syslog-severity warning
Server /cimc/log *# scope server 2
Server /cimc/log/server *# set server-ip 192.0.2.34
Server /cimc/log/server *# set enabled yes
Server /cimc/log/server *# commit
Server /cimc/log/server # exit
Server /cimc/log # show server
Syslog Server
IP Address
Enabled
---------------- ---------------- -------1
0.0.0.0
no
2
192.0.2.34
yes
Server /cimc/log # show remote-syslog-severity
Remote Syslog Severity: warning
Server /cimc/log #

システム イベント ログ
システム イベント ログの表示
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope sel

システム イベント ログ（SEL）コマンド モードを開
始します。

ステップ 2

Server /sel # show entries
[detail]

システム イベントについて、タイムスタンプ、イベ
ントの重大度、およびイベントの説明を表示します。
detail キーワードを指定すると、表形式ではなくリス
ト形式で情報が表示されます。

次に、システム イベント ログを表示する例を示します。
Server# scope sel
Server /sel # show entries
Time
Severity
Description
------------------- ------------- ---------------------------------------[System Boot]
Informational " LED_PSU_STATUS: Platform sensor, OFF event was asserted"
[System Boot]
Informational " LED_HLTH_STATUS: Platform sensor, GREEN was asserted"
[System Boot]
Normal
" PSU_REDUNDANCY: PS Redundancy sensor, Fully Redundant
was asserted"
[System Boot]
Normal
" PSU2 PSU2_STATUS: Power Supply sensor for PSU2, Power
Supply input lost (AC/DC) was deasserted"
[System Boot]
Informational " LED_PSU_STATUS: Platform sensor, ON event was asserted"
[System Boot]
[System Boot]
was asserted"

Informational " LED_HLTH_STATUS: Platform sensor, AMBER was asserted"
Critical
" PSU_REDUNDANCY: PS Redundancy sensor, Redundancy Lost
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[System Boot]
Critical
" PSU2 PSU2_STATUS: Power Supply sensor for PSU2, Power
Supply input lost (AC/DC) was asserted"
[System Boot]
Normal
" HDD_01_STATUS: Drive Slot sensor, Drive Presence was
asserted"
[System Boot]
Critical
" HDD_01_STATUS: Drive Slot sensor, Drive Presence was
deasserted"
[System Boot]
Informational " DDR3_P2_D1_INFO: Memory sensor, OFF event was asserted"
2001-01-01 08:30:16 Warning
" PSU2 PSU2_VOUT: Voltage sensor for PSU2, failure event
was deasserted"
2001-01-01 08:30:16 Critical
" PSU2 PSU2_VOUT: Voltage sensor for PSU2, non-recoverable
event was deasserted"
2001-01-01 08:30:15 Informational " LED_PSU_STATUS: Platform sensor, ON event was asserted"
2001-01-01 08:30:15 Informational " LED_HLTH_STATUS: Platform sensor, AMBER was asserted"
2001-01-01 08:30:15 Informational " LED_HLTH_STATUS: Platform sensor, FAST BLINK event was
asserted"
2001-01-01 08:30:14 Non-Recoverable " PSU2 PSU2_VOUT: Voltage sensor for PSU2, non-recoverable
event was asserted"
2001-01-01 08:30:14 Critical
" PSU2 PSU2_VOUT: Voltage sensor for PSU2, failure event
was asserted"
--More--

システム イベント ログのクリア
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

Server# scope sel

システム イベント ログ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 2

Server /sel # clear

処理の確認を求めるプロンプトが表示されます。
プロンプトに y と入力すると、システム イベント
ログはクリアされます。

次に、システム イベント ログをクリアする例を示します。
Server# scope sel
Server /sel # clear
This operation will clear the whole sel.
Continue?[y|N]y
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サーバ ユーティリティ
この章は、次の内容で構成されています。
• テクニカル サポート データのエクスポート, 209 ページ
• CIMC の再起動, 211 ページ
• BIOS CMOS のクリア, 212 ページ
• 破損した BIOS のリカバリ, 212 ページ
• CIMC の出荷時デフォルトへのリセット, 213 ページ
• CIMC 設定のエクスポートとインポート, 215 ページ
• ホストへのマスク不能割り込みの生成, 217 ページ

テクニカル サポート データのエクスポート
このタスクは、Cisco Technical Assistance Center（TAC）から要求された場合に実行します。 この
ユーティリティは、TAC が技術上の問題をトラブルシューティングおよび解決する際に役立つ設
定情報、ログ、および診断データが含まれる要約レポートを作成します。

重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、テク
ニカル サポート データをエクスポートしないでください。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

Server /cimc # scope
tech-support

テクニカル サポート コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 3

Server /cimc/tech-support # set テクニカル サポート データ ファイルを保存する
remote-ip ip-address
必要のあるリモート サーバの IP アドレスを指定し
ます。

ステップ 4

Server /cimc/tech-support # set リモート サーバでサポート データを保存する必要
remote-path path/filename
のあるファイルの名前を指定します。 この名前を
入力するときは、ファイルの相対パスを、サーバ
ツリーの最上位から目的の場所まで含めてくださ
い。
ヒント

ステップ 5

システムにファイル名を自動生成させる
には default.tar.gz というファイル名を入
力します。

Server /cimc/tech-support # set リモート サーバに接続するためのプロトコルを指
remote-protocol protocol
定します。 次のいずれかのタイプを指定できま
す。
• tftp
• ftp
• sftp
• scp
• http

ステップ 6

Server /cimc/tech-support # set テクニカル サポート データ ファイルを保存する
remote-username name
リモート サーバのユーザ名を指定します。 この
フィールドは、プロトコルが TFTP または HTTP
の場合は適用されません。

ステップ 7

Server /cimc/tech-support # set テクニカル サポート データ ファイルを保存する
remote-password password
リモート サーバのパスワードを指定します。 この
フィールドは、プロトコルが TFTP または HTTP
の場合は適用されません。

ステップ 8

Server /cimc/tech-support #
commit

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。

ステップ 9

Server /cimc/tech-support #
start

リモート サーバへのデータ ファイルの転送を開始
します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10

Server /cimc/tech-support #
show detail

（任意）
リモート サーバへのデータ ファイルの転送の進捗
状況が表示されます。

ステップ 11

Server /cimc/tech-support #
cancel

（任意）
リモート サーバへのデータ ファイルの転送をキャ
ンセルします。

次に、テクニカル サポート データ ファイルを作成し、そのファイルを TFTP サーバに転送する例
を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope tech-support
Server /cimc/tech-support # set remote-ip 192.0.20.41
Server /cimc/tech-support* # set remote-protocol tftp
Server /cimc/tech-support *# set remote-path /user/user1/default.tar.gz
Server /cimc/tech-support *# commit
Server /cimc/tech-support # start
Tech Support upload started.
Server /cimc/tech-support # show detail
Tech Support:
Server Address: 192.0.20.41
Path: default.tar.gz
Protocol: tftp
Username:
Password: *******
Progress (%): 5
Status: Collecting
Server /cimc/tech-support #

次の作業
生成されたレポート ファイルを Cisco TAC に提供します。

CIMC の再起動
現在実行されているファームウェアで問題が発生した場合など、非常に珍しいケースですが、サー
バのトラブルシューティング時に、CIMC の再起動が必要になることがあります。 この手順は、
通常のサーバ メンテナンスには含まれません。 CIMC を再起動した後にログオフすると、CIMC
は数分間使用できません。

（注）

サーバが電源投入時自己診断テスト（POST）を実行しているとき、または Extensible Firmware
Interface（EFI）シェルを操作しているときに CIMC を再起動すると、サーバの電源は、CIMC
の再起動が完了するまでオフになります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # reboot

CIMC を再起動します。

次に、CIMC を再起動する例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # reboot

BIOS CMOS のクリア
非常に珍しいケースですが、サーバのトラブルシューティング時に、サーバの BIOS CMOS メモ
リのクリアが必要になることがあります。この手順は、通常のサーバメンテナンスには含まれま
せん。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

bios コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # clear-cmos

確認を求めるプロンプトの後に、CMOS メ
モリがクリアされます。

次に、BIOS CMOS メモリをクリアする例を示します。
Server# scope bios
Server /bios # clear-cmos
This operation will clear the BIOS CMOS.
Note: Server should be in powered off state to clear CMOS.
Continue?[y|n] y
Server /bios #

破損した BIOS のリカバリ
（注）

この手順は、一部のサーバ モデルでは使用できません。
破損した BIOS のリカバリには、この手順の他に 3 種類の方法が存在します。
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• Cisco Host Upgrade Utility（HUU）を使用します。 これは推奨される方法です。
• CIMC GUI インターフェイスを使用します。
• サーバのマザーボード上でハードウェア ジャンパの BIOS リカバリ機能を使用する（お使い
のサーバ モデルでサポートされている場合）。 手順については、お使いのサーバ モデルに
対応した『Cisco UCS Server Installation and Service Guide』を参照してください。

はじめる前に
• 破損した BIOS を回復するには、admin としてログインしている必要があります。
• BIOS リカバリ ISO イメージを準備します。 BIOS リカバリ ISO イメージは、ファームウェ
ア配布パッケージの Recovery フォルダ内にあります。
• リカバリ手順の最後にサーバの電源が再投入されるため、サーバのダウンタイムをスケジュー
ル設定します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

bios コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server# recover

BIOS リカバリ イメージのロードに関するダ
イアログを起動します。

次に、破損した BIOS を回復する例を示します。
Server# scope bios
Server /bios # recover
This operation will automatically power on the server to perform BIOS FW recovery.
Continue?[y|N]y

次の作業
電源を再投入するか、サーバをリセットします。

CIMC の出荷時デフォルトへのリセット
現在実行されているファームウェアで問題が発生した場合など、非常に珍しいケースですが、サー
バのトラブルシューティング時に、CIMC の出荷時デフォルトへのリセットが必要になることが
あります。 これを行うと、ユーザが設定可能なすべての設定がリセットされます。
この手順は、通常のサーバ メンテナンスには含まれません。 CIMC をリセットした後は、ログオ
フしてから再びログインする必要があります。 また、接続が失われ、ネットワーク設定を再び指
定する必要がある場合もあります。
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バージョン 1.5(1) からバージョン 1.5(2) にアップグレードすると、CIMC インターフェイスのホス
ト名はそのまま保持されます。 ただし、バージョン 1.5(2) にアップグレードした後、工場出荷時
の状態にリセットすると、ホスト名は CXXX-YYYYYY という形式に変更されます。（XXX はモ
デル番号、YYYYYY はサーバのシリアル番号）。
バージョン 1.5(2) からバージョン 1.5(1) にダウングレードすると、ホスト名はそのまま保持され
ます。 ただし、工場出荷時の状態にリセットすると、ホスト名は ucs-cxx-mx という形式に変更さ
れます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # factory-default

確認プロンプトの後に、CIMC が出荷時デ
フォルトにリセットされます。

CIMC の出荷時デフォルトには、次の条件が含まれます。
• CIMC CLI へのアクセス用に、SSH がイネーブルになっている。 Telnet がディセーブルになっ
ている。
• CIMC GUI へのアクセス用に、HTTPS がイネーブルになっている。
• 単一のユーザ アカウントが存在している（ユーザ名は admin 、パスワードは password ）。
• 管理ポートで DHCP がイネーブルになっている。
• ブート順が EFI、CDROM、PXE（LoM を使用）、FDD、HDD になっている。
• KVM と vMedia がイネーブルになっている。
• USB がイネーブルになっている。
• SoL がディセーブルになっている。
次に、CIMC を出荷時デフォルトにリセットする例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # factory-default
This operation will reset the CIMC configuration to factory default.
All your configuration will be lost.
Continue?[y|N]
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CIMC 設定のエクスポートとインポート
CIMC 設定のエクスポートとインポート
CIMC 設定のバックアップを実行するには、システム設定のスナップショットを作成し、生成さ
れた CIMC 設定ファイルをネットワーク上の場所にエクスポートします。 エクスポート操作で保
存されるのは、管理プレーンからの情報だけです。サーバ上のデータはバックアップされません。
ユーザ アカウントやサーバ証明書など、機密情報の設定はエクスポートされません。
エクスポートされた CIMC 設定ファイルは、同じシステムで復元したり、別の CIMC システムに
インポートしたりできます。ただし、インポートするシステムのソフトウェア バージョンとエク
スポートするシステムのソフトウェア バージョンが同じであるか、両者の設定に互換性があるこ
とが前提となります。 設定ファイルを設定テンプレートとして他のシステムにインポートする場
合は、IP アドレスやホスト名などシステム固有の設定を変更する必要があります。 インポート操
作によって情報が変更されるのは、管理プレーンだけです。
CIMC 設定ファイルは XML テキスト ファイルで、その構造と要素は CIMC コマンド モードに対
応しています。
エクスポートまたはインポート操作を実行する場合は、次のガイドラインを考慮してください。
• エクスポートまたはインポートは、システムがアップ状態で、稼働しているときに実行でき
ます。 エクスポート操作によるサーバまたはネットワーク トラフィックへの影響はありま
せんが、インポート操作によって IP アドレスなどが変更されると、トラフィックが中断され
たりサーバがリブートされたりすることがあります。
• エクスポートとインポートを同時に実行することはできません。

CIMC 設定のエクスポート
（注）

重要

セキュリティ上の理由から、この操作でユーザ アカウントやサーバ証明書をエクスポートし
ないでください。

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、CIMC
設定をエクスポートしないでください。

はじめる前に
バックアップ リモート サーバの IP アドレスを取得します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope
import-export

import-export コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /cimc/import-export #
バックアップ操作を開始します。 コンフィギュ
export-config protocol ip-address レーション ファイルは、指定した IP アドレスの
path-and-filename
リモート サーバに、指定したパスとファイル名
で保存されます。 リモート サーバは次のいずれ
かのタイプになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP

エクスポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、show detail コマンドを使用します。
操作を中止するには、CTRL+C を入力します。
次に、CIMC コンフィギュレーション ファイルをバックアップする例を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope import-export
Server /cimc/import-export # export-config tftp 192.0.2.34 /ucs/backups/cimc5.xml
Export config started. Please check the status using "show detail".
Server /cimc/import-export # show detail
Import Export:
Operation: EXPORT
Status: COMPLETED
Error Code: 100 (No Error)
Diagnostic Message: NONE
Server /cimc/import-export #

CIMC 設定のインポート
重要

ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、それらのタスクが完了するまで、CIMC
設定をインポートしないでください。
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はじめる前に
設定ファイルをインポートするときに SNMP 設定情報を復元する必要がある場合は、インポート
を実行する前に、このサーバで SNMP がディセーブルになっていることを確認します。 インポー
ト時に SNMP がイネーブルになっていると、CIMC は現在の値をコンフィギュレーション ファイ
ルに保存されている値で上書きしません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope
import-export

import-export コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /cimc/import-export #
インポート操作を開始します。 指定した IP アド
import-config protocol ip-address レスにあるリモート サーバ上の、指定したパス
path-and-filename
とファイル名のコンフィギュレーション ファイ
ルがインポートされます。 リモート サーバは次
のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP

インポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、show detail コマンドを使用します。
操作を中止するには、CTRL+C を入力します。
次に、CIMC コンフィギュレーションをインポートする方法を示します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope import-export
Server /cimc/import-export # import-config tftp 192.0.2.34 /ucs/backups/cimc5.xml
Import config started. Please check the status using "show detail".
Server /cimc/import-export #

ホストへのマスク不能割り込みの生成
状況によっては、サーバがハングして、従来のデバッグ メカニズムに応答しない場合がありま
す。 ホストへのマスク不能割り込み（NMI）を生成することにより、サーバのクラッシュ ダンプ
ファイルを作成および送信して、サーバのデバッグに使用することができます。
サーバに関連付けられたオペレーティング システムの種類によっては、このタスクで OS が再起
動される場合があります。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /chassis # generate-nmi サーバのクラッシュ ダンプ ファイルが生成され
ます。
このコマンドを使用するには、サーバが電源をオ
ンにし、管理者としてログインする必要がありま
す。

次に、ホストへの NMI 信号を生成する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # generate-nmi
This operation will send NMI to the host and may cause reboot of the OS.
OS reboot depends on it's NMI configuration.
Do you want to continue? [y|N] y
Server /chassis #
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A

サーバ モデルごとの BIOS パラメータ
この付録では、次の項について説明します。
• C22 および C24 サーバ, 219 ページ
• C220 および C240 サーバ, 243 ページ
• C260 サーバ, 267 ページ
• C420 サーバ, 283 ページ
• C460 サーバ, 306 ページ

C22 および C24 サーバ
C22 および C24 サーバの主要な BIOS パラメータ
Name

説明

[TPM Support]

TPM（トラステッド プラットフォーム モジュール）は、主に暗
号キーを使用する基本的なセキュリティ関連機能を提供するよ
うに設計されたマイクロチップです。 このオプションを使用す
ると、システムの TPM セキュリティ デバイス サポートを制御
できます。 この属性の種類は次のとおりです。

set TPMAdminCtrl

• [Disabled]：サーバは TPM を使用しません。
• [Enabled]：サーバは TPM を使用します。
（注）

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。
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C22 および C24 サーバの高度な BIOS パラメータ
[Processor Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Intel Hyper-Threading Technology]

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology 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。

set IntelHyperThread

• [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]：プロセッサでの複数スレッドの並列実行
を許可します。
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。
[Number of Enabled Cores]
set CoreMultiProcessing

サーバ上の 1 つ以上の物理コアをディセーブルにできま
す。 次のいずれかになります。
• [All]：すべての物理コアをイネーブルにします。
これにより、関連付けられている論理プロセッサ コ
アで Hyper Threading もイネーブルになります。
• [1] ～ [n]：サーバで実行できる物理プロセッサ コア
の数を指定します。 各物理コアには、論理コアが関
連付けられています。
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。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リ
リース 1.5
220

OL-28993-03-J

サーバ モデルごとの BIOS パラメータ
C22 および C24 サーバの高度な BIOS パラメータ

Name

説明

[Execute Disable]

アプリケーション コードを実行できる場所を指定するた
めに、サーバのメモリ領域を分類します。 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。

set ExecuteDisable

• [Disabled]：プロセッサでメモリ領域を分類しませ
ん。
• [Enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類します。
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 VT]
set IntelVT

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）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]：プロセッサでの仮想化を禁止します。
• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング
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。
（注）

[Intel VT-d]
set IntelVTD

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。

Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
プロセッサで使用するかどうか。 次のいずれかになりま
す。
• [Disabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
しません。
• [Enabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
します。
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Name

説明

[Intel VT-d Coherency Support]

プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどう
か。 次のいずれかになります。

set CoherencySupport

• [Disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートし
ません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に応
じて使用します。
[Intel VT-d ATS Support]
set ATS

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
（ATS）をサポートするかどうか。 次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：プロセッサで ATS をサポートしません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じて
使用します。

[CPU Performance]
set CPUPerformance

サーバの CPU パフォーマンス プロファイルを設定しま
す。 パフォーマンス プロファイルは次のオプションで
構成されます。
• DCU Streamer Prefetcher
• DCU IP Prefetcher
• Hardware Prefetcher
• Adjacent Cache-Line Prefetch
次のいずれかになります。
• [Enterprise]：すべてのオプションがイネーブルで
す。
• [HighThroughput][High_Throughput]：DCU IP Prefetcher
のみがイネーブルです。 残りのオプションはディ
セーブルになります。
• [HPC]：すべてのオプションがイネーブルです。 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。
• [Custom]：パフォーマンス プロファイルのすべての
オプションをサーバの BIOS セットアップから設定
できます。 また、Hardware Prefetcher オプションと
Adjacent Cache-Line Prefetch オプションは、下記の
フィールドで設定できます。
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Name

説明

[Hardware Prefetcher]

プロセッサで、インテル ハードウェア プリフェッチャ
が必要に応じてデータおよび命令ストリームをメモリか
ら取得し、統合 2 次キャッシュに入れることを許可する
かどうか。 次のいずれかになります。

set HardwarePrefetch

• [Disabled]：ハードウェア プリフェッチャは使用し
ません。
• [Enabled]：プロセッサで、キャッシュの問題が検出
されたときにプリフェッチャを使用します。
[Adjacent Cache Line Prefetcher]
set AdjacentCacheLinePrefetch

プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数
または奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサで必要な行のみを取得しま
す。
• [Enabled]：プロセッサで必要な行およびペアの行の
両方を取得します。

[DCU Streamer Prefetch]
set DcuStreamerPrefetch

プロセッサで DCU IP Prefetch メカニズムを使用して履歴
キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求を
予測しようとせず、明示的に要求された行のみを取
得します。
• [Enabled]：DCU Prefetcher でキャッシュ読み取りパ
ターンを分析し、必要と判断した場合にキャッシュ
内の次の行を事前に取得します。

[DCU IP Prefetcher]
set DcuIpPrefetch

プロセッサで DCU IP Prefetch メカニズムを使用して履歴
キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：プロセッサでキャッシュ データをプリ
ロードしません。
• [Enabled]：DCU IP Prefetcher で最も関連性が高いと
判断されたデータを含む L1 キャッシュをプリロー
ドします。
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Name

説明

[Direct Cache Access Support]

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。

set DirectCacheAccess

• [Disabled]：I/O デバイスからのデータは、プロセッ
サのキャッシュに直接配置されません。
• [Enabled]：I/O デバイスからのデータは、プロセッ
サのキャッシュに直接配置されます。
[Power Technology]
set CPUPowerManagement

次のオプションの CPU 電源管理設定を指定できます。
• Enhanced Intel Speedstep Technology
• Intel Turbo Boost Technology
• Processor Power State C6
[Power Technology] は次のいずれかになります。
• [Custom]：前述の BIOS パラメータの個々の設定が
使用されます。 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。
• [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。
• [EnergyEfficient][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。
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Name

説明

[Enhanced Intel Speedstep Technology]

プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology 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。

set EnhancedIntelSpeedStep

• [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]：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。
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。
（注）

[Intel Turbo Boost Technology]
set IntelTurboBoostTech

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology 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]：プロセッサの周波数は自動的には上がり
ません。
• [Enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost
Technology が利用されます。
（注）

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。
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Name

説明

[Processor Power State C6]

BIOS 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。OSはレポートを受信すると、プロセッ
サを電力量の少ない C6 状態に移行してエネルギー使用
量を減らし、最適なプロセッサ パフォーマンスを維持で
きます。 次のいずれかになります。

set ProcessorC6Report

• [Disabled]：BIOS から C6 レポートを送信しません。
• [Enabled]：BIOS から C6 レポートを送信し、OS が
プロセッサを電力量の少ない C6 状態に移行できる
ようにします。
（注）

[Processor Power State C1 Enhanced]
set ProcessorC1EReport

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。

C1 ステートに入ったときに、CPU が最小周波数に移行
するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU は C1 ステートでも引き続き最大周
波数で動作します。
• [Enabled]：CPU は最小周波数に移行します。 この
オプションでは C1 ステートで節約される電力量が
最大になります。

[Frequency Floor Override]
set CpuFreqFloor

アイドル状態のときに CPU が最大非ターボ周波数未満に
なることができるかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU はアイドル状態のときに最大非ター
ボ周波数未満になることができます。 このオプショ
ンは、電力消費を削減しますが、システムのパ
フォーマンスが低下する場合があります。
• [Enabled]：CPU はアイドル状態のときに最大非ター
ボ周波数未満になることができません。 このオプ
ションでは、システムのパフォーマンスは向上しま
すが、電力消費は大きくなる可能性があります。
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Name

説明

[P-STATE Coordination]

BIOS がオペレーティング システムに P-state サポート モ
デルを通信する方法を定義できます。 Advanced
Configuration and Power Interface（ACPI）仕様で定義され
る 3 つのモデルがあります。

set PsdCoordType

• HW_ALL：プロセッサ ハードウェアが、依存性の
ある論理プロセッサ（パッケージ内のすべての論理
プロセッサ）間の P-state を調整します。
• SW_ALL：OS Power Manager（OSPM）が、依存性
のある論理プロセッサ（物理パッケージ内のすべて
の論理プロセッサ）間の P-state を調整します。すべ
ての論理プロセッサで遷移を開始する必要がありま
す。
• SW_ANY：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。
（注）

[Energy Performance]
set CpuEngPerfBias

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。

システム パフォーマンスまたはエネルギー効率がこの
サーバで重要かどうかを判断できます。 次のいずれかに
なります。
• [BalancedEnergy][Balanced_Energy]
• [BalancedPerformance][Balanced_Performance]
• [EnergyEfficient][Energy_Efficient]
• [Performance][Performance]
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[Memory Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Select Memory RAS]

サーバに対するメモリの RAS（信頼性、可用性、有用
性）の設定方法。 次のいずれかになります。

set SelectMemoryRAS

• [MaximumPerformance][Maximum_Performance]：シ
ステムのパフォーマンスが最適化されます。
• [Mirroring]：システムのメモリの半分をバックアッ
プとして使用することにより、システムの信頼性が
最適化されます。
• [Lockstep]：サーバ内の DIMM ペアが、同一のタイ
プ、サイズ、および構成を持ち、SMI チャネルにま
たがって装着されている場合、ロックステップ モー
ドをイネーブルにして、メモリ アクセス遅延の最小
化およびパフォーマンスの向上を実現できます。 こ
のオプションを使用した場合、[Mirroring] よりもシ
ステム パフォーマンスが向上し、[Maximum
Performance] よりも信頼性が向上しますが、
[Mirroring] よりも信頼性が低く、[Maximum
Performance] よりもシステム パフォーマンスは低下
します。
[DRAM Clock Throttling]
set DRAMClockThrottling

メモリ帯域幅と消費電力に関してシステム設定を調整で
きます。 次のいずれかになります。
• [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]：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。
• [EnergyEfficient][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。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リ
リース 1.5
228

OL-28993-03-J

サーバ モデルごとの BIOS パラメータ
C22 および C24 サーバの高度な BIOS パラメータ

Name

説明

[NUMA]

BIOS で NUMA をサポートするかどうか。 次のいずれか
になります。

set NUMAOptimize

• [Disabled]：BIOS で NUMA をサポートしません。
• [Enabled]：NUMA に対応したオペレーティング シ
ステムに必要な ACPI テーブルを BIOS に含めます。
このオプションをイネーブルにした場合は、一部の
プラットフォームでシステムのソケット間メモリ イ
ンターリーブをディセーブルにする必要がありま
す。
[Low Voltage DDR Mode]
set LvDDRMode

低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで優
先するか。 次のいずれかになります。
• [PowerSaving Mode][Power_Saving_Mode]：低電圧の
メモリ動作が高周波数のメモリ動作よりも優先され
ます。 このモードでは、電圧を低く維持するため
に、メモリの周波数が低下する可能性があります。
• [PerformanceMode][Performance_Mode]：高周波数の
動作が低電圧の動作よりも優先されます。

[DRAM Refresh rate]
set DramRefreshRate

DRAM セルをリフレッシュするレートを設定できます。
次のいずれかになります。
• [1x]：DRAM セルは、64ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [2x]：DRAM セルは、32ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [3x]：DRAM セルは、21ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [4x]：DRAM セルは、16ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [Auto]： DRAM セルのリフレッシュ レートは、シ
ステム設定に基づき BIOS によって自動的に選択さ
れます。 これは、このパラメータに推奨される設定
です。
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Name

説明

[Channel Interleaving]

CPU で、同時読み取り処理を可能にするために、メモリ
ブロックを分割し、データの隣接する部分をインター
リーブされたチャネル間で分散するかどうか。 次のいず
れかになります。

set ChannelInterLeave

• [Auto]：実行するインターリーブは CPU によって決
定されます。
• [1Way][1_Way]：何らかのチャネル インターリーブ
が使用されます。
• [2Way][2_Way]
• [3Way][3_Way]
• [4Way][4_Way]：チャネル インターリーブの最大量
が使用されます。
[Rank Interleaving]
set RankInterLeave

CPU で、1 つのランクの更新中に別のランクにアクセス
できるように、メモリの物理ランクをインターリーブす
るかどうか。 次のいずれかになります。
• [Auto]：実行するインターリーブは CPU によって決
定されます。
• [1Way][1_Way]：一部のランクのインターリーブが
使用されます。
• [2Way][2_Way]
• [4Way][4_Way]
• [8Way][8_Way]：ランクのインターリーブの最大容
量が使用されます。
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Name

説明

[Patrol Scrub]

システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ
ト メモリ エラーをアクティブに探して訂正するかどう
か。 次のいずれかになります。

set PatrolScrub

• [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]：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。
[Demand Scrub]
set DemandScrub

CPU または I/O によるデマンド リードでメモリの 1 ビッ
ト エラーが見つかった場合に、システムでこのエラーを
訂正するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：メモリの 1 ビット エラーは訂正されま
せん。
• [Enabled]：メモリの 1 ビット エラーは、メモリで訂
正され、訂正されたデータが、デマンド リードへの
応答に設定されます。

[Altitude]
set Altitude

物理サーバがインストールされているおおよその海抜
（m）。 次のいずれかになります。
• [Auto]：物理的な高度を CPU によって判別します。
• [300 M][300_M]：サーバは、海抜約300 m です。
• [900 M][900_M]：サーバは、海抜約900 m です。
• [1500 M][1500_M]：サーバは、海抜約1500 m です。
• [3000 M][3000_M]：サーバは、海抜約3000 m です。
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[QPI Configuration] のパラメータ
Name

説明

[QPI Link Frequency]

Intel QuickPath Interconnect（QPI）リンク周波数（ギガ転送/秒
（GT/s）単位）。 次のいずれかになります。

set QPILinkFrequency

• [Auto]：QPI リンク周波数は CPU によって決定されます。
• [6.4GT/s][6.4_GT/s]
• [7.2GT/s][7.2_GT/s]
• [8.0GT/s][8.0_GT/s]

[Onboard Storage] のパラメータ
Name

説明

[Onboard SCU Storage Support]

オンボード ソフトウェア RAID コントローラをサーバに使用で
きるかどうか。 次のいずれかになります。

set DisableSCU

• [Disabled]：ソフトウェア RAID コントローラを使用できま
せん。
• [Enabled]：ソフトウェア RAID コントローラを使用できま
す。

[USB Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Legacy USB Support]

システムでレガシー USB デバイスをサポートするかどうか。
次のいずれかになります。

set LegacyUSBSupport

• [Disabled]：USB デバイスは、EFI アプリケーションでのみ
使用できます。
• [Enabled]：レガシー USB のサポートは常に使用できます。
• [Auto]：USB デバイスが接続されていない場合、レガシー
USB のサポートがディセーブルになります。
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Name

説明

[Port 60/64 Emulation]

完全な USB キーボード レガシー サポートのために 60h/64h エ
ミュレーションをシステムでサポートするかどうか。 次のいず
れかになります。

set UsbEmul6064

• [Disabled]：60h/64 エミュレーションはサポートされませ
ん。
• [Enabled]：60h/64 エミュレーションはサポートされます。
サーバで USB 非対応オペレーティング システムを使用す
る場合は、このオプションを選択する必要があります。
[All USB Devices]
set AllUsbDevices

すべての物理および仮想 USB デバイスがイネーブルであるか、
ディセーブルであるか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：すべての USB デバイスがディセーブルです。
• [Enabled]：すべての USB デバイスがイネーブルです。

[USB Port: Rear]
set UsbPortRear

背面パネルの USB デバイスがイネーブルかディセーブルか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：背面パネルの USB ポートをディセーブルにし
ます。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS お
よびオペレーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：背面パネルの USB ポートをイネーブルにしま
す。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およ
びオペレーティング システムによって検出されます。

[USB Port: Front]
set UsbPortFront

前面パネルの USB デバイスがイネーブルかディセーブルか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：前面パネルの USB ポートをディセーブルにし
ます。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS お
よびオペレーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：前面パネルの USB ポートをイネーブルにしま
す。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およ
びオペレーティング システムによって検出されます。
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Name

説明

[USB Port: Internal]

内部 USB デバイスがイネーブルかディセーブルか。 次のいず
れかになります。

set UsbPortInt

• [Disabled]：内部 USB ポートをディセーブルにします。 こ
れらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペ
レーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：内部 USB ポートをイネーブルにします。 これ
らのポートに接続されるデバイスは、BIOSおよびオペレー
ティング システムによって検出されます。
[USB Port: KVM]
set UsbPortKVM

KVM ポートがイネーブルかディセーブルか。 次のいずれかに
なります。
• [Disabled]： KVM キーボードおよびマウス デバイスをディ
セーブルにします。 キーボードとマウスは KVM ウィンド
ウで機能しなくなります。
• [Enabled]： KVM キーボードおよびマウス デバイスをイ
ネーブルにします。

[USB Port: VMedia]
set UsbPortVMedia

仮想メディア デバイスがイネーブルかディセーブルか。 次のい
ずれかになります。
• [Disabled]：vMedia デバイスをディセーブルにします。
• [Enabled]：vMedia デバイスをイネーブルにします。

[PCI Configuration] のパラメータ
Name

説明

[MMIO Above 4GB]

64 ビット PCI デバイスの 4 GB 以上のアドレス空間に対
するメモリ マップド I/O をイネーブルにするか、ディ
セーブルにするか。 レガシーなオプション ROM は 4 GB
を超えるアドレスにアクセスできません。 PCI デバイス
が 64 ビット対応でも、レガシーなオプション ROM を使
用する場合は、この設定をイネーブルにしても正しく機
能しない場合があります。 次のいずれかになります。

set MemoryMappedIOAbove4GB

• [Disabled]：サーバでは 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングしません。
• [Enabled]：サーバで 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングします。
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Name

説明

[ASPM Support]

BIOS での ASPM （アクティブ電源状態管理）サポート
のレベルを設定できます。 次のいずれかになります。

set ASPMSupport

• [Disabled]：ASPM サポートは、BIOS でディセーブ
ルです。
• [Force L0s]：すべてのリンクを強制的に L0 スタン
バイ（L0）状態にします。
• [Auto]：電力状態を CPU によって判別します。
[VGA Priority]
set VgaPriority

システムに複数の VGA デバイスがある場合は、VGA グ
ラフィックス デバイスのプライオリティを設定できま
す。 次のいずれかになります。
• [Onboard]：プライオリティがオンボード VGA デバ
イスに与えられます。 BIOS ポスト画面および OS
ブートはオンボード VGA ポート経由で駆動されま
す。
• [Offboard]：プライオリティが PCIE グラフィックス
アダプタに与えられます。 BIOS ポスト画面および
OS ブートは外部グラフィックス アダプタ ポート経
由で駆動されます。
• [OnboardVGA Disabled][Onboard_VGA_Disabled]：プ
ライオリティが PCIE グラフィックス アダプタに与
えられ、オンボード VGA デバイスはディセーブル
になります。
（注）

オンボード VGA がディセーブルの場合、
vKVM は機能しません。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リリー
ス 1.5
OL-28993-03-J

235

サーバ モデルごとの BIOS パラメータ
C22 および C24 サーバの高度な BIOS パラメータ

[Serial Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Console Redirection]

POST および BIOS のブート中に、シリアル ポートをコンソー
ル リダイレクションに使用できるようにします。 BIOS のブー
トが完了し、オペレーティング システムがサーバを担当する
と、コンソール リダイレクションは関連がなくなり、無効にな
ります。 次のいずれかになります。

set ConsoleRedir

• [Disabled]：POST 中にコンソール リダイレクションは発生
しません。
• [Enabled]：POST 中のシリアル ポート A でのコンソール
リダイレクションをイネーブルにします。
[Terminal Type]
set TerminalType

コンソール リダイレクションに使用される文字フォーマットの
タイプ。 次のいずれかになります。
• [PC-ANSI]：PC-ANSI 端末フォントが使用されます。
• [VT100]：サポートされている vt100 ビデオ端末とその文字
セットが使用されます。
• [VT100+]：サポートされている vt100-plus ビデオ端末とそ
の文字セットが使用されます。
• [VT-UTF8]：UTF-8 文字セットのビデオ端末が使用されま
す。
（注）

[Bits per second]
set BaudRate

この設定は、リモート ターミナル アプリケーション
上の設定と一致している必要があります。

シリアル ポートの伝送速度として使用されるボー レート。
[Console Redirection] をディセーブルにした場合は、このオプ
ションを使用できません。 次のいずれかになります。
• [9600]：9,600 ボー レートが使用されます。
• [19200]：19,200 ボー レートが使用されます。
• [38400]：38,400 ボー レートが使用されます。
• [57600]：57,600 ボー レートが使用されます。
• [115200]：115,200 ボー レートが使用されます。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケーション
上の設定と一致している必要があります。
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Name

説明

[Flow Control]

フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使用するかどうか。
送信要求/クリア ツー センド（RTS/CTS）を使用すると、隠れ
た端末問題が原因で発生する可能性があるフレーム コリジョン
を減らすことができます。 次のいずれかになります。

set FlowCtrl

• [None]：フロー制御は使用されません。
• [HardwareRTS/CTS][Hardware_RTS/CTS]：フロー制御に
RTS/CTS が使用されます。
（注）

[Putty KeyPad]
set PuttyFunctionKeyPad

この設定は、リモート ターミナル アプリケーション
上の設定と一致している必要があります。

PuTTY ファンクション キーおよびテンキーの最上段のキーのア
クションを変更できます。 次のいずれかになります。
• [VT100]：ファンクション キーが ESC OP ～ ESC O[ を生成
します。
• [LINUX]：Linux 仮想コンソールを模倣します。 ファンク
ション キー F6 ～ F12 はデフォルト モードと同様に動作し
ますが、F1 ～ F5 は ESC [[A ～ ESC [[E を生成します。
• [XTERMR6]：ファンクション キー F5 ～ F12 がデフォルト
モードと同様に動作します。 ファンクション キー F1 ～ F4
が ESC OP ～ ESC OS を生成します。これはデジタル端末
のキーパッドの上段によって生成されるシーケンスです。
• [SCO]：ファンクション キー F1 ～ F12 が ESC [M ～ ESC
[X を生成します。 ファンクションおよび Shift キーが ESC
[Y ～ ESC [j を生成します。 Ctrl およびファンクション キー
が ESC [k ～ ESC [v を生成します。 Shift、Ctrl およびファ
ンクション キーが ESC [w ～ ESC [{ を生成します。
• [ESCN]：デフォルト モードです。 ファンクション キーは
デジタル端末の一般的な動作と一致します。 ファンクショ
ン キーが ESC [11~ や ESC [12~ などのシーケンスを生成し
ます。
• [VT400]：ファンクション キーがデフォルト モードと同様
に動作します。 テンキーの最上段のキーが ESC OP ～ ESC
OS を生成します。
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Name

説明

[Redirection After BIOS POST]

BIOS POST が完了し、OS ブートローダに制御が渡された後に、
BIOS コンソール リダイレクションがアクティブであるかどう
か。 次のいずれかになります。

set RedirectionAfterPOST

• [AlwaysEnable][Always_Enable]：OS のブートおよび実行時
に BIOS レガシー コンソール リダイレクションがアクティ
ブになります。
• [Bootloader]：OS ブートローダに制御が渡される前に BIOS
レガシー コンソール リダイレクションがディセーブルに
なります。
[Out-of-Band Mgmt Port]
set comSpcrEnable

Windows 緊急管理サービスに使用可能な COM ポート 0 を設定
することができます。 このセットアップ オプションに基づいて
ACPI SPCR テーブルが報告されます。 次のいずれかになりま
す。
• [Disabled]：Windows オペレーティング システムで使われ
る汎用ポートとして COM ポート 0 を設定します。
• [Enabled]：Windows 緊急管理サービス用のリモート管理
ポートとして COM ポート 0 を設定します。

[LOM and PCIe Slots Configuration] のパラメータ
Name

説明

[All Onboard LOM Ports]

すべての LOM ポートがイネーブルであるか、ディセーブルで
あるか。 次のいずれかになります。

set AllLomPortControl

• [Disabled]：すべての LOM ポートがディセーブルです。
• [Enabled]：すべての LOM ポートがイネーブルです。
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Name

説明

[LOM Port n OptionROM]

n で指定された LOM ポートでオプション ROM を使用できるか
どうか。 次のいずれかになります。

set LomOpromControlPortn

• [Disabled]：LOM ポート n でオプション ROM を使用でき
ません。
• [Enabled]：LOM ポート n でオプション ROM を使用できま
す。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用でのみ
使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガシー用
でのみ使用できます。
[All PCIe Slots OptionROM]
set PcieOptionROMs

サーバで PCIe オプション ROM 拡張スロットを使用できるかど
うか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：PCIe オプション ROM を使用できません。
• [Enabled]：PCIe オプション ROM を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用でのみ
使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガシー用
でのみ使用できます。

[PCIe Slot:n OptionROM]
set Slot-n-ROM

PCIe 拡張スロット n をサーバに使用できるかどうか。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：拡張スロット n を使用できません。
• [Enabled]：拡張スロット n を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用でのみ
使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガシー用
でのみ使用できます。
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Name

説明

[PCIe Slot:n Link Speed]

このオプションでは、PCIe スロット n に取り付けられたアダプ
タ カードの最大速度を制限することができます。 次のいずれか
になります。

PCIe Slot:nLinkSpeed

• [GEN1]：最大速度が 2.5 GT/s（ギガ転送/秒）になります。
• [GEN2]：最大速度が 5 GT/s になります。
• [GEN3]：最大速度が 8 GT/s になります。
• [Disabled]：最大速度は制限されません。
たとえば、PCIe スロット 2 に第 3 世代アダプタ カードがあり、
カードがサポートする 8 GT/s の代わりに最大速度 5 GT/s で実行
する場合は、PCIe スロット 2 のリンク速度を GEN2 に設定しま
す。 システムは、カードがサポートする最大速度 8 GT/s を無視
し、最大速度を強制的に 5 GT/s にします。

C22 および C24 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ
Name

説明

[FRB-2 Timer]

POST 中にシステムがハングした場合に、システムを回
復するために CIMC によって FRB2 タイマーが使用され
るかどうか。 次のいずれかになります。

set FRB-2

• [Disabled]：FRB2 タイマーは使用されません。
• [Enabled]：POST 中に FRB2 タイマーが開始され、
必要に応じてシステムの回復に使用されます。
[OS Watchdog Timer]
set OSBootWatchdogTimer

BIOS が指定されたタイムアウト値でウォッチドッグ タ
イマーをプログラムするかどうか。 次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：サーバのブートにかかる時間をトラッキ
ングするためにウォッチドッグ タイマーは使用され
ません。
• [Enabled]：サーバのブートにかかる時間をウォッチ
ドッグ タイマーでトラッキングします。 サーバが
set OSBootWatchdogTimerTimeout コマンドで指定
された時間内にブートしない場合、CIMC はエラー
をログに記録し、set OSBootWatchdogTimerPolicy
コマンドで指定されたアクションを実行します。
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Name

説明

[OS Watchdog Timer Timeout]

BIOS でウォッチドッグ タイマーの設定に使用されるタ
イムアウト値。 次のいずれかになります。

set OSBootWatchdogTimerTimeOut

• [5 Minutes][5_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 5 分後に期限が
切れます。
• [10 Minutes][10_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 10 分後に期限が
切れます。
• [15 Minutes][15_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 15 分後に期限が
切れます。
• [20 Minutes][20_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 20 分後に期限が
切れます。
（注）

[OS Watchdog Timer Policy]
set OSBootWatchdogTimerPolicy

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer] を
イネーブルにした場合にのみ適用されます。

ウォッチドッグ タイマーが切れた場合にシステムで実行
されるアクション。 次のいずれかになります。
• [DoNothing][Do_Nothing]：OS のブート中にウォッ
チドッグ タイマーの期限が切れた場合、アクション
は実行されません。
• [PowerDown][Power_Down]：OS のブート中にウォッ
チドッグ タイマーの期限が切れた場合、サーバの電
源がオフになります。
• [Reset]：OS のブート中にウォッチドッグ タイマー
が切れた場合、サーバはリセットされます。
（注）

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer] を
イネーブルにした場合にのみ適用されます。
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Name

説明

[Boot Order Rules]

使用できる特定のデバイス タイプのデバイスがない場
合、またはユーザがサーバの BIOS セットアップ ユー
ティリティを使用して別のブート順序を定義している場
合に、サーバで CIMC GUI または CLI を通じて定義され
ているブート順リストを変更する方法。

set ManagedBootRule

サポートされるデバイスのタイプは次のとおりです。
• HDD：ハード ディスク ドライブ
• FDD：フロッピー ディスク ドライブ
• [CDROM]：ブート可能 CD-ROM または DVD
• PXE：PXE ブート
• EFI：Extensible Firmware Interface
[Boot Order Rules] オプションは次のいずれかになります。
• [Strict]：特定のタイプのデバイスがない場合、シス
テムでは、ブート順序リストに、そのデバイス タイ
プ用のプレースホルダを作成します。 そのタイプの
デバイスが使用可能になると、事前に定義した位置
のブート順に追加されます。
ユーザがサーバの BIOS セットアップ ユーティリ
ティでブート順を定義すると、そのブート順は、で
起動 CIMC GUI または CLI を介して設定されている
ブート順よりも優先されます。 CIMC を介して定義
されており、BIOS セットアップ ユーティリティに
よって定義されたブート順にないすべてのデバイス
タイプは、ブート順リストから削除されます。
• [Loose]：特定のタイプのデバイスが存在しない場
合、システムはブート順からそのデバイス タイプを
削除します。 そのタイプのデバイスが使用可能にな
ると、システムはブート順リストの末尾に追加しま
す。
ブート順がサーバの BIOS セットアップ ユーティリ
ティで設定されると、そのブート順は、CIMC GUI
または CLI を介して設定されているブート順よりも
優先されます。 CIMC を介して定義されており、
BIOS セットアップ ユーティリティによって定義さ
れたブート順にないすべてのデバイス タイプは、
ブート順リストの最後に移動されます。
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C220 および C240 サーバ
C220 および C240 サーバの主要な BIOS パラメータ
Name

説明

[TPM Support]

TPM（トラステッド プラットフォーム モジュール）は、主に暗
号キーを使用する基本的なセキュリティ関連機能を提供するよ
うに設計されたマイクロチップです。 このオプションを使用す
ると、システムの TPM セキュリティ デバイス サポートを制御
できます。 この属性の種類は次のとおりです。

set TPMAdminCtrl

• [Disabled]：サーバは TPM を使用しません。
• [Enabled]：サーバは TPM を使用します。
（注）

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。

C220 および C240 サーバの高度な BIOS パラメータ
[Processor Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Intel Hyper-Threading Technology]

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology 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。

set IntelHyperThread

• [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]：プロセッサでの複数スレッドの並列実行
を許可します。
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。
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Name

説明

[Number of Enabled Cores]

サーバ上の 1 つ以上の物理コアをディセーブルにできま
す。 次のいずれかになります。

set CoreMultiProcessing

• [All]：すべての物理コアをイネーブルにします。
これにより、関連付けられている論理プロセッサ コ
アで Hyper Threading もイネーブルになります。
• [1] ～ [n]：サーバで実行できる物理プロセッサ コア
の数を指定します。 各物理コアには、論理コアが関
連付けられています。
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]
set ExecuteDisable

アプリケーション コードを実行できる場所を指定するた
めに、サーバのメモリ領域を分類します。 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]：プロセッサでメモリ領域を分類しませ
ん。
• [Enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類します。
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 VT]
set IntelVT

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）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]：プロセッサでの仮想化を禁止します。
• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング
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。
（注）

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。
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Name

説明

[Intel VT-d]

Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
プロセッサで使用するかどうか。 次のいずれかになりま
す。

set IntelVTD

• [Disabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
しません。
• [Enabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
します。
[Intel VT-d Coherency Support]
set CoherencySupport

プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどう
か。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートし
ません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に応
じて使用します。

[Intel VT-d ATS Support]
set ATS

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
（ATS）をサポートするかどうか。 次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：プロセッサで ATS をサポートしません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じて
使用します。
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Name

説明

[CPU Performance]

サーバの CPU パフォーマンス プロファイルを設定しま
す。 パフォーマンス プロファイルは次のオプションで
構成されます。

set CPUPerformance

• DCU Streamer Prefetcher
• DCU IP Prefetcher
• Hardware Prefetcher
• Adjacent Cache-Line Prefetch
次のいずれかになります。
• [Enterprise]：すべてのオプションがイネーブルで
す。
• [HighThroughput][High_Throughput]：DCU IP Prefetcher
のみがイネーブルです。 残りのオプションはディ
セーブルになります。
• [HPC]：すべてのオプションがイネーブルです。 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。
• [Custom]：パフォーマンス プロファイルのすべての
オプションをサーバの BIOS セットアップから設定
できます。 また、Hardware Prefetcher オプションと
Adjacent Cache-Line Prefetch オプションは、下記の
フィールドで設定できます。
[Hardware Prefetcher]
set HardwarePrefetch

プロセッサで、インテル ハードウェア プリフェッチャ
が必要に応じてデータおよび命令ストリームをメモリか
ら取得し、統合 2 次キャッシュに入れることを許可する
かどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：ハードウェア プリフェッチャは使用し
ません。
• [Enabled]：プロセッサで、キャッシュの問題が検出
されたときにプリフェッチャを使用します。
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説明

[Adjacent Cache Line Prefetcher]

プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数
または奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。
次のいずれかになります。

set AdjacentCacheLinePrefetch

• [Disabled]：プロセッサで必要な行のみを取得しま
す。
• [Enabled]：プロセッサで必要な行およびペアの行の
両方を取得します。
[DCU Streamer Prefetch]
set DcuStreamerPrefetch

プロセッサで DCU IP Prefetch メカニズムを使用して履歴
キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求を
予測しようとせず、明示的に要求された行のみを取
得します。
• [Enabled]：DCU Prefetcher でキャッシュ読み取りパ
ターンを分析し、必要と判断した場合にキャッシュ
内の次の行を事前に取得します。

[DCU IP Prefetcher]
set DcuIpPrefetch

プロセッサで DCU IP Prefetch メカニズムを使用して履歴
キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：プロセッサでキャッシュ データをプリ
ロードしません。
• [Enabled]：DCU IP Prefetcher で最も関連性が高いと
判断されたデータを含む L1 キャッシュをプリロー
ドします。

[Direct Cache Access Support]
set DirectCacheAccess

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。
• [Disabled]：I/O デバイスからのデータは、プロセッ
サのキャッシュに直接配置されません。
• [Enabled]：I/O デバイスからのデータは、プロセッ
サのキャッシュに直接配置されます。
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説明

[Power Technology]

次のオプションの CPU 電源管理設定を指定できます。

set CPUPowerManagement

• Enhanced Intel Speedstep Technology
• Intel Turbo Boost Technology
• Processor Power State C6
[Power Technology] は次のいずれかになります。
• [Custom]：前述の BIOS パラメータの個々の設定が
使用されます。 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。
• [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。
• [EnergyEfficient][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。

[Enhanced Intel Speedstep Technology]
set EnhancedIntelSpeedStep

プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology 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]：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]：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。
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。
（注）

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。
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説明

[Intel Turbo Boost Technology]

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology 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。

set IntelTurboBoostTech

• [Disabled]：プロセッサの周波数は自動的には上がり
ません。
• [Enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost
Technology が利用されます。
（注）

[Processor Power State C6]
set ProcessorC6Report

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。

BIOS 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。OSはレポートを受信すると、プロセッ
サを電力量の少ない C6 状態に移行してエネルギー使用
量を減らし、最適なプロセッサ パフォーマンスを維持で
きます。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：BIOS から C6 レポートを送信しません。
• [Enabled]：BIOS から C6 レポートを送信し、OS が
プロセッサを電力量の少ない C6 状態に移行できる
ようにします。
（注）

[Processor Power State C1 Enhanced]
set ProcessorC1EReport

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。

C1 ステートに入ったときに、CPU が最小周波数に移行
するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU は C1 ステートでも引き続き最大周
波数で動作します。
• [Enabled]：CPU は最小周波数に移行します。 この
オプションでは C1 ステートで節約される電力量が
最大になります。
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Name

説明

[Frequency Floor Override]

アイドル状態のときに CPU が最大非ターボ周波数未満に
なることができるかどうか。 次のいずれかになります。

set CpuFreqFloor

• [Disabled]：CPU はアイドル状態のときに最大非ター
ボ周波数未満になることができます。 このオプショ
ンは、電力消費を削減しますが、システムのパ
フォーマンスが低下する場合があります。
• [Enabled]：CPU はアイドル状態のときに最大非ター
ボ周波数未満になることができません。 このオプ
ションでは、システムのパフォーマンスは向上しま
すが、電力消費は大きくなる可能性があります。
[P-STATE Coordination]
set PsdCoordType

BIOS がオペレーティング システムに P-state サポート モ
デルを通信する方法を定義できます。 Advanced
Configuration and Power Interface（ACPI）仕様で定義され
る 3 つのモデルがあります。
• HW_ALL：プロセッサ ハードウェアが、依存性の
ある論理プロセッサ（パッケージ内のすべての論理
プロセッサ）間の P-state を調整します。
• SW_ALL：OS Power Manager（OSPM）が、依存性
のある論理プロセッサ（物理パッケージ内のすべて
の論理プロセッサ）間の P-state を調整します。すべ
ての論理プロセッサで遷移を開始する必要がありま
す。
• SW_ANY：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。
（注）

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。
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[Energy Performance]

システム パフォーマンスまたはエネルギー効率がこの
サーバで重要かどうかを判断できます。 次のいずれかに
なります。

set CpuEngPerfBias

• [BalancedEnergy][Balanced_Energy]
• [BalancedPerformance][Balanced_Performance]
• [EnergyEfficient][Energy_Efficient]
• [Performance][Performance]

[Memory Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Select Memory RAS]

サーバに対するメモリの RAS（信頼性、可用性、有用
性）の設定方法。 次のいずれかになります。

set SelectMemoryRAS

• [MaximumPerformance][Maximum_Performance]：シ
ステムのパフォーマンスが最適化されます。
• [Mirroring]：システムのメモリの半分をバックアッ
プとして使用することにより、システムの信頼性が
最適化されます。
• [Lockstep]：サーバ内の DIMM ペアが、同一のタイ
プ、サイズ、および構成を持ち、SMI チャネルにま
たがって装着されている場合、ロックステップ モー
ドをイネーブルにして、メモリ アクセス遅延の最小
化およびパフォーマンスの向上を実現できます。 こ
のオプションを使用した場合、[Mirroring] よりもシ
ステム パフォーマンスが向上し、[Maximum
Performance] よりも信頼性が向上しますが、
[Mirroring] よりも信頼性が低く、[Maximum
Performance] よりもシステム パフォーマンスは低下
します。
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説明

[DRAM Clock Throttling]

メモリ帯域幅と消費電力に関してシステム設定を調整で
きます。 次のいずれかになります。

set DRAMClockThrottling

• [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]：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。
• [EnergyEfficient][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。
[NUMA]
set NUMAOptimize

BIOS で NUMA をサポートするかどうか。 次のいずれか
になります。
• [Disabled]：BIOS で NUMA をサポートしません。
• [Enabled]：NUMA に対応したオペレーティング シ
ステムに必要な ACPI テーブルを BIOS に含めます。
このオプションをイネーブルにした場合は、一部の
プラットフォームでシステムのソケット間メモリ イ
ンターリーブをディセーブルにする必要がありま
す。

[Low Voltage DDR Mode]
set LvDDRMode

低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで優
先するか。 次のいずれかになります。
• [PowerSaving Mode][Power_Saving_Mode]：低電圧の
メモリ動作が高周波数のメモリ動作よりも優先され
ます。 このモードでは、電圧を低く維持するため
に、メモリの周波数が低下する可能性があります。
• [PerformanceMode][Performance_Mode]：高周波数の
動作が低電圧の動作よりも優先されます。
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Name

説明

[DRAM Refresh rate]

DRAM セルをリフレッシュするレートを設定できます。
次のいずれかになります。

set DramRefreshRate

• [1x]：DRAM セルは、64ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [2x]：DRAM セルは、32ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [3x]：DRAM セルは、21ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [4x]：DRAM セルは、16ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [Auto]： DRAM セルのリフレッシュ レートは、シ
ステム設定に基づき BIOS によって自動的に選択さ
れます。 これは、このパラメータに推奨される設定
です。
[Channel Interleaving]
set ChannelInterLeave

CPU で、同時読み取り処理を可能にするために、メモリ
ブロックを分割し、データの隣接する部分をインター
リーブされたチャネル間で分散するかどうか。 次のいず
れかになります。
• [Auto]：実行するインターリーブは CPU によって決
定されます。
• [1Way][1_Way]：何らかのチャネル インターリーブ
が使用されます。
• [2Way][2_Way]
• [3Way][3_Way]
• [4Way][4_Way]：チャネル インターリーブの最大量
が使用されます。
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Name

説明

[Rank Interleaving]

CPU で、1 つのランクの更新中に別のランクにアクセス
できるように、メモリの物理ランクをインターリーブす
るかどうか。 次のいずれかになります。

set RankInterLeave

• [Auto]：実行するインターリーブは CPU によって決
定されます。
• [1Way][1_Way]：一部のランクのインターリーブが
使用されます。
• [2Way][2_Way]
• [4Way][4_Way]
• [8Way][8_Way]：ランクのインターリーブの最大容
量が使用されます。
[Patrol Scrub]
set PatrolScrub

システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ
ト メモリ エラーをアクティブに探して訂正するかどう
か。 次のいずれかになります。
• [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]：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。

[Demand Scrub]
set DemandScrub

CPU または I/O によるデマンド リードでメモリの 1 ビッ
ト エラーが見つかった場合に、システムでこのエラーを
訂正するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：メモリの 1 ビット エラーは訂正されま
せん。
• [Enabled]：メモリの 1 ビット エラーは、メモリで訂
正され、訂正されたデータが、デマンド リードへの
応答に設定されます。
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Name

説明

[Altitude]

物理サーバがインストールされているおおよその海抜
（m）。 次のいずれかになります。

set Altitude

• [Auto]：物理的な高度を CPU によって判別します。
• [300 M][300_M]：サーバは、海抜約300 m です。
• [900 M][900_M]：サーバは、海抜約900 m です。
• [1500 M][1500_M]：サーバは、海抜約1500 m です。
• [3000 M][3000_M]：サーバは、海抜約3000 m です。

[QPI Configuration] のパラメータ
Name

説明

[QPI Link Frequency]

Intel QuickPath Interconnect（QPI）リンク周波数（ギガ転送/秒
（GT/s）単位）。 次のいずれかになります。

set QPILinkFrequency

• [Auto]：QPI リンク周波数は CPU によって決定されます。
• [6.4GT/s][6.4_GT/s]
• [7.2GT/s][7.2_GT/s]
• [8.0GT/s][8.0_GT/s]

[Onboard Storage] のパラメータ
Name

説明

[Onboard SCU Storage Support]

オンボード ソフトウェア RAID コントローラをサーバに使用で
きるかどうか。 次のいずれかになります。

set DisableSCU

• [Disabled]：ソフトウェア RAID コントローラを使用できま
せん。
• [Enabled]：ソフトウェア RAID コントローラを使用できま
す。
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Name

説明

[Onboard SCU Storage SW Stack] オンボード SCU ストレージ コントローラに関する Pre-boot ソ
フトウェア スタックを選択することができます。 次のいずれか
set PchScuOromSelect
になります。
• Intel RSTe(1)
• LSI SW RAID (0)
（注）

この設定パラメータは C220 サーバに関してのみ有効
です。

[USB Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Legacy USB Support]

システムでレガシー USB デバイスをサポートするかどうか。
次のいずれかになります。

set LegacyUSBSupport

• [Disabled]：USB デバイスは、EFI アプリケーションでのみ
使用できます。
• [Enabled]：レガシー USB のサポートは常に使用できます。
• [Auto]：USB デバイスが接続されていない場合、レガシー
USB のサポートがディセーブルになります。
[Port 60/64 Emulation]
set UsbEmul6064

完全な USB キーボード レガシー サポートのために 60h/64h エ
ミュレーションをシステムでサポートするかどうか。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：60h/64 エミュレーションはサポートされませ
ん。
• [Enabled]：60h/64 エミュレーションはサポートされます。
サーバで USB 非対応オペレーティング システムを使用す
る場合は、このオプションを選択する必要があります。

[All USB Devices]
set AllUsbDevices

すべての物理および仮想 USB デバイスがイネーブルであるか、
ディセーブルであるか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：すべての USB デバイスがディセーブルです。
• [Enabled]：すべての USB デバイスがイネーブルです。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リ
リース 1.5
256

OL-28993-03-J

サーバ モデルごとの BIOS パラメータ
C220 および C240 サーバの高度な BIOS パラメータ

Name

説明

[USB Port: Rear]

背面パネルの USB デバイスがイネーブルかディセーブルか。
次のいずれかになります。

set UsbPortRear

• [Disabled]：背面パネルの USB ポートをディセーブルにし
ます。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS お
よびオペレーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：背面パネルの USB ポートをイネーブルにしま
す。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およ
びオペレーティング システムによって検出されます。
[USB Port: Front]
set UsbPortFront

前面パネルの USB デバイスがイネーブルかディセーブルか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：前面パネルの USB ポートをディセーブルにし
ます。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS お
よびオペレーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：前面パネルの USB ポートをイネーブルにしま
す。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およ
びオペレーティング システムによって検出されます。

[USB Port: Internal]
set UsbPortInt

内部 USB デバイスがイネーブルかディセーブルか。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：内部 USB ポートをディセーブルにします。 こ
れらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペ
レーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：内部 USB ポートをイネーブルにします。 これ
らのポートに接続されるデバイスは、BIOSおよびオペレー
ティング システムによって検出されます。

[USB Port: KVM]
set UsbPortKVM

KVM ポートがイネーブルかディセーブルか。 次のいずれかに
なります。
• [Disabled]： KVM キーボードおよびマウス デバイスをディ
セーブルにします。 キーボードとマウスは KVM ウィンド
ウで機能しなくなります。
• [Enabled]： KVM キーボードおよびマウス デバイスをイ
ネーブルにします。
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Name

説明

[USB Port: VMedia]

仮想メディア デバイスがイネーブルかディセーブルか。 次のい
ずれかになります。

set UsbPortVMedia

• [Disabled]：vMedia デバイスをディセーブルにします。
• [Enabled]：vMedia デバイスをイネーブルにします。
[USB Port: SD Card]
set UsbPortSdCard

SD カード ドライブがイネーブルかディセーブルか。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：SD カード ドライブをディセーブルにします。
SD カード ドライブは、BIOS およびオペレーティング シ
ステムによって検出されません。
• [Enabled]：SD カード ドライブをイネーブルにします。

[PCI Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Memory Mapped I/O Above 4GB]

64 ビット PCI デバイスの 4 GB 以上のアドレス空間に対
するメモリ マップド I/O をイネーブルにするか、ディ
セーブルにするか。 レガシーなオプション ROM は 4 GB
を超えるアドレスにアクセスできません。 PCI デバイス
が 64 ビット対応でも、レガシーなオプション ROM を使
用する場合は、この設定をイネーブルにしても正しく機
能しない場合があります。 次のいずれかになります。

set MemoryMappedIOAbove4GB

• [Disabled]：サーバでは 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングしません。
• [Enabled]：サーバで 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングします。
[ASPM Support]
set ASPMSupport

BIOS での ASPM （アクティブ電源状態管理）サポート
のレベルを設定できます。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：ASPM サポートは、BIOS でディセーブ
ルです。
• [Force L0s]：すべてのリンクを強制的に L0 スタン
バイ（L0）状態にします。
• [Auto]：電力状態を CPU によって判別します。
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Name

説明

[VGA Priority]

システムに複数の VGA デバイスがある場合は、VGA グ
ラフィックス デバイスのプライオリティを設定できま
す。 次のいずれかになります。

set VgaPriority

• [Onboard]：プライオリティがオンボード VGA デバ
イスに与えられます。 BIOS ポスト画面および OS
ブートはオンボード VGA ポート経由で駆動されま
す。
• [Offboard]：プライオリティが PCIE グラフィックス
アダプタに与えられます。 BIOS ポスト画面および
OS ブートは外部グラフィックス アダプタ ポート経
由で駆動されます。
• [OnboardVGA Disabled][Onboard_VGA_Disabled]：プ
ライオリティが PCIE グラフィックス アダプタに与
えられ、オンボード VGA デバイスはディセーブル
になります。
（注）

オンボード VGA がディセーブルの場合、
vKVM は機能しません。

[Serial Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Console Redirection]

POST および BIOS のブート中に、シリアル ポートをコンソー
ル リダイレクションに使用できるようにします。 BIOS のブー
トが完了し、オペレーティング システムがサーバを担当する
と、コンソール リダイレクションは関連がなくなり、無効にな
ります。 次のいずれかになります。

set ConsoleRedir

• [Disabled]：POST 中にコンソール リダイレクションは発生
しません。
• [COM0][COM_0]：POST 中の COM ポート 0 でのコンソー
ル リダイレクションをイネーブルにします。
• [COM1][COM_1]：POST 中の COM ポート 1 でのコンソー
ル リダイレクションをイネーブルにします。
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Name

説明

[Terminal Type]

コンソール リダイレクションに使用される文字フォーマットの
タイプ。 次のいずれかになります。

set TerminalType

• [PC-ANSI]：PC-ANSI 端末フォントが使用されます。
• [VT100]：サポートされている vt100 ビデオ端末とその文字
セットが使用されます。
• [VT100+]：サポートされている vt100-plus ビデオ端末とそ
の文字セットが使用されます。
• [VT-UTF8]：UTF-8 文字セットのビデオ端末が使用されま
す。
（注）

[Bits per second]
set BaudRate

この設定は、リモート ターミナル アプリケーション
上の設定と一致している必要があります。

シリアル ポートの伝送速度として使用されるボー レート。
[Console Redirection] をディセーブルにした場合は、このオプ
ションを使用できません。 次のいずれかになります。
• [9600]：9,600 ボー レートが使用されます。
• [19200]：19,200 ボー レートが使用されます。
• [38400]：38,400 ボー レートが使用されます。
• [57600]：57,600 ボー レートが使用されます。
• [115200]：115,200 ボー レートが使用されます。
（注）

[Flow Control]
set FlowCtrl

この設定は、リモート ターミナル アプリケーション
上の設定と一致している必要があります。

フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使用するかどうか。
送信要求/クリア ツー センド（RTS/CTS）を使用すると、隠れ
た端末問題が原因で発生する可能性があるフレーム コリジョン
を減らすことができます。 次のいずれかになります。
• [None]：フロー制御は使用されません。
• [HardwareRTS/CTS][Hardware_RTS/CTS]：フロー制御に
RTS/CTS が使用されます。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケーション
上の設定と一致している必要があります。
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Name

説明

[Putty KeyPad]

PuTTY ファンクション キーおよびテンキーの最上段のキーのア
クションを変更できます。 次のいずれかになります。

set PuttyFunctionKeyPad

• [VT100]：ファンクション キーが ESC OP ～ ESC O[ を生成
します。
• [LINUX]：Linux 仮想コンソールを模倣します。 ファンク
ション キー F6 ～ F12 はデフォルト モードと同様に動作し
ますが、F1 ～ F5 は ESC [[A ～ ESC [[E を生成します。
• [XTERMR6]：ファンクション キー F5 ～ F12 がデフォルト
モードと同様に動作します。 ファンクション キー F1 ～ F4
が ESC OP ～ ESC OS を生成します。これはデジタル端末
のキーパッドの上段によって生成されるシーケンスです。
• [SCO]：ファンクション キー F1 ～ F12 が ESC [M ～ ESC
[X を生成します。 ファンクションおよび Shift キーが ESC
[Y ～ ESC [j を生成します。 Ctrl およびファンクション キー
が ESC [k ～ ESC [v を生成します。 Shift、Ctrl およびファ
ンクション キーが ESC [w ～ ESC [{ を生成します。
• [ESCN]：デフォルト モードです。 ファンクション キーは
デジタル端末の一般的な動作と一致します。 ファンクショ
ン キーが ESC [11~ や ESC [12~ などのシーケンスを生成し
ます。
• [VT400]：ファンクション キーがデフォルト モードと同様
に動作します。 テンキーの最上段のキーが ESC OP ～ ESC
OS を生成します。
[Redirection After BIOS POST]
set RedirectionAfterPOST

BIOS POST が完了し、OS ブートローダに制御が渡された後に、
BIOS コンソール リダイレクションがアクティブであるかどう
か。 次のいずれかになります。
• [AlwaysEnable][Always_Enable]：OS のブートおよび実行時
に BIOS レガシー コンソール リダイレクションがアクティ
ブになります。
• [Bootloader]：OS ブートローダに制御が渡される前に BIOS
レガシー コンソール リダイレクションがディセーブルに
なります。
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Name

説明

[Out-of-Band Mgmt Port]

Windows 緊急管理サービスに使用可能な COM ポート 0 を設定
することができます。 このセットアップ オプションに基づいて
ACPI SPCR テーブルが報告されます。 次のいずれかになりま
す。

set comSpcrEnable

• [Disabled]：Windows オペレーティング システムで使われ
る汎用ポートとして COM ポート 0 を設定します。
• [Enabled]：Windows 緊急管理サービス用のリモート管理
ポートとして COM ポート 0 を設定します。

[LOM and PCIe Slots Configuration] のパラメータ
Name

説明

[All Onboard LOM Ports]

すべての LOM ポートがイネーブルであるか、ディセーブルで
あるか。 次のいずれかになります。

set AllLomPortControl

• [Disabled]：すべての LOM ポートがディセーブルです。
• [Enabled]：すべての LOM ポートがイネーブルです。
[LOM Port n OptionROM]
set LomOpromControlPortn

n で指定された LOM ポートでオプション ROM を使用できるか
どうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：拡張スロット n を使用できません。
• [Enabled]：拡張スロット n を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用でのみ
使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガシー用
でのみ使用できます。

[All PCIe Slots OptionROM]
set PcieOptionROMs

サーバで PCIe オプション ROM 拡張スロットを使用できるかど
うか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：拡張スロット n を使用できません。
• [Enabled]：拡張スロット n を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用でのみ
使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガシー用
でのみ使用できます。
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Name

説明

[PCIe Slot:n OptionROM]

PCIe 拡張スロット n をサーバに使用できるかどうか。 次のいず
れかになります。

set PcieSlotnOptionROM

• [Disabled]：拡張スロット n を使用できません。
• [Enabled]：拡張スロット n を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用でのみ
使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガシー用
でのみ使用できます。
[PCIe Mezzanine OptionROM]
set PcieMezzOptionROM

PCIe メザニン スロットの拡張 ROM をサーバで使用できるかど
うか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：拡張スロット n を使用できません。
• [Enabled]：拡張スロット n を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用でのみ
使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガシー用
でのみ使用できます。

[PCIe Slot:n Link Speed]
PCIe Slot:nLinkSpeed

このオプションでは、PCIe スロット n に取り付けられたアダプ
タ カードの最大速度を制限することができます。 次のいずれか
になります。
• [GEN1]：最大速度が 2.5 GT/s（ギガ転送/秒）になります。
• [GEN2]：最大速度が 5 GT/s になります。
• [GEN3]：最大速度が 8 GT/s になります。
• [Disabled]：最大速度は制限されません。
たとえば、PCIe スロット 2 に第 3 世代アダプタ カードがあり、
カードがサポートする 8 GT/s の代わりに最大速度 5 GT/s で実行
する場合は、PCIe スロット 2 のリンク速度を GEN2 に設定しま
す。 システムは、カードがサポートする最大速度 8 GT/s を無視
し、最大速度を強制的に 5 GT/s にします。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リリー
ス 1.5
OL-28993-03-J

263

サーバ モデルごとの BIOS パラメータ
C220 および C240 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ

C220 および C240 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ
Name

説明

[FRB-2 Timer]

POST 中にシステムがハングした場合に、システムを回
復するために CIMC によって FRB2 タイマーが使用され
るかどうか。 次のいずれかになります。

set FRB-2

• [Disabled]：FRB2 タイマーは使用されません。
• [Enabled]：POST 中に FRB2 タイマーが開始され、
必要に応じてシステムの回復に使用されます。
[OS Watchdog Timer]
set OSBootWatchdogTimer

BIOS が指定されたタイムアウト値でウォッチドッグ タ
イマーをプログラムするかどうか。 次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：サーバのブートにかかる時間をトラッキ
ングするためにウォッチドッグ タイマーは使用され
ません。
• [Enabled]：サーバのブートにかかる時間をウォッチ
ドッグ タイマーでトラッキングします。 サーバが
set OSBootWatchdogTimerTimeout コマンドで指定
された時間内にブートしない場合、CIMC はエラー
をログに記録し、set OSBootWatchdogTimerPolicy
コマンドで指定されたアクションを実行します。
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Name

説明

[OS Watchdog Timer Timeout]

BIOS でウォッチドッグ タイマーの設定に使用されるタ
イムアウト値。 次のいずれかになります。

set OSBootWatchdogTimerTimeOut

• [5 Minutes][5_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 5 分後に期限が
切れます。
• [10 Minutes][10_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 10 分後に期限が
切れます。
• [15 Minutes][15_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 15 分後に期限が
切れます。
• [20 Minutes][20_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 20 分後に期限が
切れます。
（注）

[OS Watchdog Timer Policy]
set OSBootWatchdogTimerPolicy

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer] を
イネーブルにした場合にのみ適用されます。

ウォッチドッグ タイマーが切れた場合にシステムで実行
されるアクション。 次のいずれかになります。
• [DoNothing][Do_Nothing]：OS のブート中にウォッ
チドッグ タイマーの期限が切れた場合、アクション
は実行されません。
• [PowerDown][Power_Down]：OS のブート中にウォッ
チドッグ タイマーの期限が切れた場合、サーバの電
源がオフになります。
• [Reset]：OS のブート中にウォッチドッグ タイマー
が切れた場合、サーバはリセットされます。
（注）

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer] を
イネーブルにした場合にのみ適用されます。
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Name

説明

[Boot Order Rules]

使用できる特定のデバイス タイプのデバイスがない場
合、またはユーザがサーバの BIOS セットアップ ユー
ティリティを使用して別のブート順序を定義している場
合に、サーバで CIMC GUI または CLI を通じて定義され
ているブート順リストを変更する方法。

set ManagedBootRule

サポートされるデバイスのタイプは次のとおりです。
• HDD：ハード ディスク ドライブ
• FDD：フロッピー ディスク ドライブ
• [CDROM]：ブート可能 CD-ROM または DVD
• PXE：PXE ブート
• EFI：Extensible Firmware Interface
[Boot Order Rules] オプションは次のいずれかになります。
• [Strict]：特定のタイプのデバイスがない場合、シス
テムでは、ブート順序リストに、そのデバイス タイ
プ用のプレースホルダを作成します。 そのタイプの
デバイスが使用可能になると、事前に定義した位置
のブート順に追加されます。
ユーザがサーバの BIOS セットアップ ユーティリ
ティでブート順を定義すると、そのブート順は、で
起動 CIMC GUI または CLI を介して設定されている
ブート順よりも優先されます。 CIMC を介して定義
されており、BIOS セットアップ ユーティリティに
よって定義されたブート順にないすべてのデバイス
タイプは、ブート順リストから削除されます。
• [Loose]：特定のタイプのデバイスが存在しない場
合、システムはブート順からそのデバイス タイプを
削除します。 そのタイプのデバイスが使用可能にな
ると、システムはブート順リストの末尾に追加しま
す。
ブート順がサーバの BIOS セットアップ ユーティリ
ティで設定されると、そのブート順は、CIMC GUI
または CLI を介して設定されているブート順よりも
優先されます。 CIMC を介して定義されており、
BIOS セットアップ ユーティリティによって定義さ
れたブート順にないすべてのデバイス タイプは、
ブート順リストの最後に移動されます。
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C260 サーバ

C260 サーバ
C260 サーバの主要な BIOS パラメータ
Name

説明

[POST Error Pause]

POST 中にサーバで重大なエラーが発生した場合の処理。 次の
いずれかになります。

set POSTErrorPause

• [Enabled]：POST 中に重大なエラーが発生した場合、BIOS
はサーバのブートを一時停止し、Error Manager を開きま
す。
• [Disabled]：BIOS はサーバのブートを続行します。
[Boot Option Retry]
set BootOptionRetry

BIOS でユーザ入力を待機せずに非 EFI ベースのブート オプショ
ンを再試行するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Enabled]：ユーザ入力を待機せずに非 EFI ベースのブート
オプションを継続的に再試行します。
• [Disabled]：ユーザ入力を待機してから非 EFI ベースのブー
ト オプションを再試行します。

C260 サーバの高度な BIOS パラメータ
[Processor Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Intel Turbo Boost Technology]

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology 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。

set IntelTurboBoostTech

• [Disabled]：プロセッサの周波数は自動的には上がり
ません。
• [Enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost
Technology が利用されます。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リリー
ス 1.5
OL-28993-03-J

267

サーバ モデルごとの BIOS パラメータ
C260 サーバの高度な BIOS パラメータ

Name

説明

[Enhanced Intel Speedstep Technology]

プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology 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。

set EnhancedIntelSpeedStep

• [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]：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。
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 Hyper-Threading Technology]
set IntelHyperThread

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology 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]：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]：プロセッサでの複数スレッドの並列実行
を許可します。
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。

[Number of Enabled Cores]
set CoreMultiProcessing

サーバ上の 1 つ以上の物理コアをディセーブルにできま
す。 次のいずれかになります。
• [All]：すべての物理コアをイネーブルにします。
これにより、関連付けられている論理プロセッサ コ
アで Hyper Threading もイネーブルになります。
• [1] ～ [n]：サーバで実行できる物理プロセッサ コア
の数を指定します。 各物理コアには、論理コアが関
連付けられています。
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。
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Name

説明

[Execute Disable]

アプリケーション コードを実行できる場所を指定するた
めに、サーバのメモリ領域を分類します。 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。

set ExecuteDisable

• [Disabled]：プロセッサでメモリ領域を分類しませ
ん。
• [Enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類します。
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 Virtualization Technology]
set IntelVT

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）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]：プロセッサでの仮想化を禁止します。
• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング
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。
（注）

[Intel VT for Directed IO]
set IntelVTD

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。

Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
プロセッサで使用するかどうか。 次のいずれかになりま
す。
• [Disabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
しません。
• [Enabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
します。
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Name

説明

[Intel VT-d Interrupt Remapping]

プロセッサで Intel VT-d Interrupt Remapping をサポートす
るかどうか。 次のいずれかになります。

set InterruptRemap

• [Disabled]：プロセッサでリマッピングをサポートし
ません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Interrupt Remapping を
必要に応じて使用します。
[Intel VT-d Coherency Support]
set CoherencySupport

プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどう
か。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートし
ません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に応
じて使用します。

[Intel VT-d Address Translation Services] プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
（ATS）をサポートするかどうか。 次のいずれかになり
set ATS
ます。
• [Disabled]：プロセッサで ATS をサポートしません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じて
使用します。
[Intel VT-d PassThrough DMA]
set PassThroughDMA

プロセッサで Intel VT-d Pass-through DMA をサポートす
るかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでパススルー DMA をサポー
トしません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Pass-through DMA を
必要に応じて使用します。
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Name

説明

[Direct Cache Access]

プロセッサで、データを I/O デバイスから直接プロセッ
サ キャッシュに入れることにより、I/O パフォーマンス
を向上させることができます。 この設定はキャッシュ
ミスを減らすのに役立ちます。 次のいずれかになりま
す。

set DirectCacheAccess

• [Disabled]：I/O デバイスからのデータは、プロセッ
サのキャッシュに直接配置されません。
• [Enabled]：I/O デバイスからのデータは、プロセッ
サのキャッシュに直接配置されます。
[Processor C3 Report]
set ProcessorC3Report

BIOS 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。OSはレポートを受信すると、プロセッ
サを電力量の少ない C3 状態に移行してエネルギー使用
量を減らし、最適なプロセッサ パフォーマンスを維持で
きます。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：BIOS から C3 レポートを送信しません。
• [ACPIC2][ACPI_C2]：BIOS から ACPI C2 形式の C3
レポートを送信し、OS がプロセッサを電力量の少
ない C3 状態に移行できるようにします。
• [ACPIC3][ACPI_C3]：BIOS から ACPI C3 形式の C3
レポートを送信し、OS がプロセッサを電力量の少
ない C3 状態に移行できるようにします。

[Processor C6 Report]
set ProcessorC6Report

BIOS 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。OSはレポートを受信すると、プロセッ
サを電力量の少ない C6 状態に移行してエネルギー使用
量を減らし、最適なプロセッサ パフォーマンスを維持で
きます。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：BIOS から C6 レポートを送信しません。
• [Enabled]：BIOS から C6 レポートを送信し、OS が
プロセッサを電力量の少ない C6 状態に移行できる
ようにします。
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Name

説明

[Package C State Limit]

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。

set PackageCStateLimit

• [C0state][C0_state]：サーバはすべてのサーバ コン
ポーネントに常にフル パワーを提供します。 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。
• [C1state][C1_state]：CPU のアイドル時に、システム
は電力消費を少し減らします。 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。
• [C3state][C3_state]：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。
• [C6state][C6_state]：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。
• [C7state][C7_state]：CPU のアイドル時に、サーバは
コンポーネントが使用できる電力量を最小にしま
す。 このオプションでは、節約される電力量が最大
になりますが、サーバがハイ パフォーマンス モー
ドに戻るのに要する時間も最も長くなります。
• [NoLimit][No_Limit]：サーバは、使用可能な任意の
C ステートに入ることがあります。
（注）

このオプションは [CPU C State] がイネーブル
の場合にのみ使用されます。
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Name

説明

[CPU C State]

アイドル期間中にシステムが省電力モードに入ることが
できるかどうか。 次のいずれかになります。

set ProcessorCcxEnable

• [Disabled]：システムはアイドル時でもハイ パフォー
マンス状態のままになります。
• [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。 電力
低減量は、set PackageCStateLimit コマンドにより
指定します。
[C1E]
set ProcessorC1eEnable

C1 ステートに入ったときに、CPU が最小周波数に移行
するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU は C1 ステートでも引き続き最大周
波数で動作します。
• [Enabled]：CPU は最小周波数に移行します。 この
オプションでは C1 ステートで節約される電力量が
最大になります。
（注）

このオプションは、[CPUC
State][ProcessorCcxEnable] がイネーブルの場合
にのみ使用します。

[Memory Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Select Memory RAS]

サーバに対するメモリの RAS（信頼性、可用性、有用
性）の設定方法。 次のいずれかになります。

set SelectMemoryRAS

• [MaximumPerformance][Maximum_Performance]：シ
ステムのパフォーマンスが最適化されます。
• [Mirroring]：システムのメモリの半分をバックアッ
プとして使用することにより、システムの信頼性が
最適化されます。
• [Sparing]：システムは、DIMM に障害が発生した場
合に使用するためのメモリを予約します。 障害が発
生した場合、サーバは DIMM をオフラインにして、
予約済みのメモリと置き換えます。 このオプション
は、ミラーリングよりも冗長性が低くなりますが、
サーバで実行するプログラムに使用できるメモリの
量が多くなります。
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Name

説明

[NUMA Optimized]

BIOS で NUMA をサポートするかどうか。 次のいずれか
になります。

set NUMAOptimize

• [Disabled]：BIOS で NUMA をサポートしません。
• [Enabled]：NUMA に対応したオペレーティング シ
ステムに必要な ACPI テーブルを BIOS に含めます。
このオプションをイネーブルにした場合は、一部の
プラットフォームでシステムのソケット間メモリ イ
ンターリーブをディセーブルにする必要がありま
す。
[Sparing Mode]
set SparingMode

CIMC で使用される予備設定モード。 次のいずれかにな
ります。
• [RankSparing][Rank_Sparing]：ランク レベルで予備
メモリが割り当てられます。
• [DIMM Sparing]：DIMM レベルで予備メモリが割り
当てられます。
（注）

[Mirroring Mode]
set MirroringMode

このオプションは、[SelectMemory RAS][set
SelectMemoryRAS] が [Sparing] に設定されてい
る場合にのみ使用されます。

ミラーリングは Integrated Memory Controller（IMC）全体
でサポートされ、1 つのメモリ ライザーが別のメモリ ラ
イザーとミラーリングされます。 次のいずれかになりま
す。
• [Intersocket]：各 IMC は 2 つのソケット全体でミラー
リングされます。
• [Intrasocket]：1 つの IMC が同じソケット内の別の
IMC とミラーリングされます。
（注）

このオプションは、[SelectMemory
RAS][SelectMemoryRAS] が [Mirroring] に設定
されている場合にのみ使用します。
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Name

説明

[DRAM Refresh rate]

DRAM セルをリフレッシュするレートを設定できます。
次のいずれかになります。

set DramRefreshRate

• [1x]：DRAM セルは、64ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [2x]：DRAM セルは、32ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [3x]：DRAM セルは、21ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [4x]：DRAM セルは、16ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [Auto]： DRAM セルのリフレッシュ レートは、シ
ステム設定に基づき BIOS によって自動的に選択さ
れます。 これは、このパラメータに推奨される設定
です。
[Patrol Scrub]
set PatrolScrub

システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ
ト メモリ エラーをアクティブに探して訂正するかどう
か。 次のいずれかになります。
• [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]：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。

[Patrol Scrub Interval]
set PatrolScrubDuration

各パトロール スクラブによるメモリ アクセスの時間間
隔を制御します。 小さくすると、メモリのスクラブ頻度
が高くなりますが、必要なメモリ帯域幅も多くなりま
す。
5 ～ 23 の値を選択します。 デフォルト値は 8 です。
（注）

このオプションは、[Patrol Scrub] がイネーブル
の場合にのみ使用します。
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Name

説明

[CKE Low Policy]

DIMM の省電力モード ポリシーを制御します。 次のい
ずれかになります。

set CkeLowPolicy

• [Disabled]：DIMM は省電力モードに入りません。
• [Slow]：DIMM は省電力モードに入ることができま
すが、要件が厳しくなります。 したがって、DIMM
が省電力モードに入る頻度は低くなります。
• [Fast]：DIMM はできる限り頻繁に省電力モードに
入ります。
• [Auto]：BIOS は DIMM の構成に基づいて DIMM が
省電力モードに入るタイミングを制御します。

[Serial Port Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Serial A Enable]

シリアル ポート A がイネーブルかディセーブルか。 次のいず
れかになります。

set Serial-PortA

• [Disabled]：シリアル ポートはディセーブルになります。
• [Enabled]：シリアル ポートはイネーブルになります。

[USB Configuration] のパラメータ
Name

説明

サーバが USB デバイスからブートできるかどうか。 次のいず
set MakeUSBDeviceNonBootable れかになります。
[Make Device Non-Bootable]

• [Disabled]：サーバは USB デバイスからブートできます。
• [Enabled]：サーバは USB デバイスからブートできません。
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[PCI Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Memory Mapped I/O Above 4GB]

64 ビット PCI デバイスの 4 GB 以上のアドレス空間に対
するメモリ マップド I/O をイネーブルにするか、ディ
セーブルにするか。 レガシーなオプション ROM は 4 GB
を超えるアドレスにアクセスできません。 PCI デバイス
が 64 ビット対応でも、レガシーなオプション ROM を使
用する場合は、この設定をイネーブルにしても正しく機
能しない場合があります。 次のいずれかになります。

set MemoryMappedIOAbove4GB

• [Disabled]：サーバでは 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングしません。
• [Enabled]：サーバで 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングします。
[Onboard NIC n ROM]
set NIC-n-ROM

n で指定されたオンボード NIC 用に組み込み PXE オプ
ション ROM をシステムでロードするかどうか。 次のい
ずれかになります。
• [Disabled]：PXE オプション ROM を NIC n に使用で
きません。
• [Enabled]：PXE オプション ROM を NIC n に使用で
きます。

[PCIe OptionROMs]
set PciOptionRomsDisable

サーバで PCIe オプション ROM 拡張スロットを使用でき
るかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：PCIe オプション ROM を使用できませ
ん。
• [Enabled]：PCIe オプション ROM を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用
でのみ使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガ
シー用でのみ使用できます。
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Name

説明

[PCIe Slot n ROM]

PCIe 拡張スロット n をサーバに使用できるかどうか。
次のいずれかになります。

set Slot-n-ROM

• [Disabled]：拡張スロット n を使用できません。
• [Enabled]：拡張スロット n を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用
でのみ使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガ
シー用でのみ使用できます。
[Onboard Gbit LOM]
set OnboardNic1

サーバ上で Gbit LOM がイネーブルかディセーブルか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：Gbit LOM を使用できません。
• [Enabled]：10Git LOM を使用できます。

[Onboard 10Gbit LOM]
set OnboardNic2

サーバ上で 10Gbit LOM がイネーブルかディセーブルか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：10Gbit LOM を使用できません。
• [Enabled]：10Gbit LOM を使用できます。

[Sriov]
set SrIov

サーバ上で SR-IOV（Single Root I/O Virtualization）がイ
ネーブルかディセーブルか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：SR-IOV はディセーブルになります。
• [Enabled]：SR-IOV はイネーブルになります。
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Name

説明

[IOH Resource Allocation]

システム要件に応じて、IOH0 と IOH1 間で 16 ビット I/O
リソースの 64 KB を分配できます。 次のいずれかになり
ます。

set IOHResource

• [IOH0 24k IOH1 40k]：16 ビット I/O リソースの 24
KB を IOH0 に、16 ビット I/O リソースの 40 KB を
IOH1 に割り当てます。
• [IOH0 32k IOH1 32k]：16 ビット I/O リソースの 32
KB を IOH0 に、16 ビット I/O リソースの 32 KB を
IOH1 に割り当てます。
• [IOH0 40k IOH1 24k]：16 ビット I/O リソースの 40
KB を IOH0 に、16 ビット I/O リソースの 24 KB を
IOH1 に割り当てます。
• [IOH0 48k IOH1 16k]：16 ビット I/O リソースの 48
KB を IOH0 に、16 ビット I/O リソースの 16 KB を
IOH1 に割り当てます。
• [IOH0 56k IOH1 8k]：16 ビット I/O リソースの 56 KB
を IOH0 に、16 ビット I/O リソースの 8 KB を IOH1
に割り当てます。

C260 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ
Name

説明

[Assert NMI on SERR]

システム エラー（SERR）の発生時に、BIOS がマスク不
能割り込み（NMI）を生成し、エラーをログに記録する
かどうか。 次のいずれかになります。

set AssertNMIOnSERR

• [Disabled]：SERR の発生時に、BIOS は NMI を生成
することもエラーをログに記録することもしませ
ん。
• [Enabled]：SERR の発生時に、BIOS は NMI を生成
し、エラーをログに記録します。 [AssertNMI on
PERR][Assert_NMI_on_PERR] をイネーブルにする場
合は、この設定をイネーブルにする必要がありま
す。
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Name

説明

[Assert NMI on PERR]

プロセッサ バス パリティ エラー（PERR）の発生時に、
BIOS がマスク不能割り込み（NMI）を生成し、エラーを
ログに記録するかどうか。 次のいずれかになります。

set AssertNMIOnPERR

• [Disabled]：PERR の発生時に、BIOS は NMI を生成
することもエラーをログに記録することもしませ
ん。
• [Enabled]：PERR の発生時に、BIOS は NMI を生成
し、エラーをログに記録します。 この設定を使用す
るには、[AssertNMI on SERR][Assert_NMI_on_SERR]
をイネーブルにする必要があります。
[Console Redirection]
set ConsoleRedir

POST および BIOS のブート中に、シリアル ポートをコ
ンソール リダイレクションに使用できるようにします。
BIOS のブートが完了し、オペレーティング システムが
サーバを担当すると、コンソール リダイレクションは関
連がなくなり、無効になります。 次のいずれかになりま
す。
• [Disabled]：POST 中にコンソール リダイレクション
は発生しません。
• [SerialPort A][Serial_Port_A]：POST 中のシリアル
ポート A でのコンソール リダイレクションをイネー
ブルにします。
（注）

[Flow Control]
set FlowCtrl

このオプションをイネーブルにする場合は、
POST 中に表示される Quiet Boot のロゴ画面も
ディセーブルにします。

フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使用するかど
うか。 送信要求/クリア ツー センド（RTS/CTS）を使用
すると、隠れた端末問題が原因で発生する可能性がある
フレーム コリジョンを減らすことができます。 次のい
ずれかになります。
• [None]：フロー制御は使用されません。
• [RTS-CTS]：RTS/CTS がフロー制御に使用されま
す。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケー
ション上の設定と一致している必要がありま
す。
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Name

説明

[Baud Rate]

シリアル ポートの伝送速度として使用されるボー レー
ト。 [Console Redirection] をディセーブルにした場合は、
このオプションを使用できません。 次のいずれかになり
ます。

set BaudRate

• [9.6k]：9,600 ボー レートが使用されます。
• [19.2k]：19,200 ボー レートが使用されます。
• [38.4k]：38,400 ボー レートが使用されます。
• [57.6k]：57,600 ボー レートが使用されます。
• [115.2k]：115,200 ボー レートが使用されます。
（注）

[Terminal Type]
set TerminalType

この設定は、リモート ターミナル アプリケー
ション上の設定と一致している必要がありま
す。

コンソール リダイレクションに使用される文字フォー
マットのタイプ。 次のいずれかになります。
• [PC-ANSI]：PC-ANSI 端末フォントが使用されます。
• [VT100]：サポートされている vt100 ビデオ端末と
その文字セットが使用されます。
• [VT100-PLUS]：サポートされている vt100-plus ビデ
オ端末とその文字セットが使用されます。
• [VT-UTF8]：UTF-8 文字セットのビデオ端末が使用
されます。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケー
ション上の設定と一致している必要がありま
す。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド リリー
ス 1.5
OL-28993-03-J

281

サーバ モデルごとの BIOS パラメータ
C260 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ

Name

説明

[OS Boot Watchdog Timer Timeout]

BIOS でウォッチドッグ タイマーの設定に使用されるタ
イムアウト値。 次のいずれかになります。

set OSBootWatchdogTimerTimeOut

• [5 Minutes][5_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 5 分後に期限が
切れます。
• [10 Minutes][10_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 10 分後に期限が
切れます。
• [15 Minutes][15_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 15 分後に期限が
切れます。
• [20 Minutes][20_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 20 分後に期限が
切れます。
（注）

[OS Boot Watchdog Policy]
set OSBootWatchdogTimerPolicy

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer] を
イネーブルにした場合にのみ適用されます。

ウォッチドッグ タイマーが切れた場合にシステムで実行
されるアクション。 次のいずれかになります。
• [PowerOff][Power_Off]：OS のブート中にウォッチ
ドッグ タイマーの期限が切れた場合、サーバの電源
がオフになります。
• [Reset]：OS のブート中にウォッチドッグ タイマー
が切れた場合、サーバはリセットされます。
（注）

[Legacy OS Redirection]
set LegacyOSRedir

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer] を
イネーブルにした場合にのみ適用されます。

シリアル ポートでレガシーなオペレーティング システ
ム（DOS など）からのリダイレクションをイネーブルに
するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：コンソール リダイレクションがイネー
ブルになっているシリアル ポートは、レガシーなオ
ペレーティング システムから認識されません。
• [Enabled]：コンソール リダイレクションがイネーブ
ルになっているシリアル ポートは、レガシーなオペ
レーティング システムから認識できます。
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Name

説明

[OS Boot Watchdog Timer]

BIOS が指定されたタイムアウト値でウォッチドッグ タ
イマーをプログラムするかどうか。 次のいずれかになり
ます。

set OSBootWatchdogTimer

• [Disabled]：サーバのブートにかかる時間をトラッキ
ングするためにウォッチドッグ タイマーは使用され
ません。
• [Enabled]：サーバのブートにかかる時間をウォッチ
ドッグ タイマーでトラッキングします。 サーバが
set OSBootWatchdogTimerTimeout コマンドで指定
された時間内にブートしない場合、CIMC はエラー
をログに記録し、set OSBootWatchdogTimerPolicy
コマンドで指定されたアクションを実行します。

C420 サーバ
C420 サーバの主要な BIOS パラメータ
Name

説明

[TPM Support]

TPM（トラステッド プラットフォーム モジュール）は、主に暗
号キーを使用する基本的なセキュリティ関連機能を提供するよ
うに設計されたマイクロチップです。 このオプションを使用す
ると、システムの TPM セキュリティ デバイス サポートを制御
できます。 この属性の種類は次のとおりです。

set TPMAdminCtrl

• [Disabled]：サーバは TPM を使用しません。
• [Enabled]：サーバは TPM を使用します。
（注）

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。
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C420 サーバの高度な BIOS パラメータ
[Processor Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Intel Hyper-Threading Technology]

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology 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。

set IntelHyperThread

• [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]：プロセッサでの複数スレッドの並列実行
を許可します。
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。
[Number of Enabled Cores]
set CoreMultiProcessing

サーバ上の 1 つ以上の物理コアをディセーブルにできま
す。 次のいずれかになります。
• [All]：すべての物理コアをイネーブルにします。
これにより、関連付けられている論理プロセッサ コ
アで Hyper Threading もイネーブルになります。
• [1] ～ [n]：サーバで実行できる物理プロセッサ コア
の数を指定します。 各物理コアには、論理コアが関
連付けられています。
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。
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Name

説明

[Execute Disable]

アプリケーション コードを実行できる場所を指定するた
めに、サーバのメモリ領域を分類します。 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。

set ExecuteDisable

• [Disabled]：プロセッサでメモリ領域を分類しませ
ん。
• [Enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類します。
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 VT]
set IntelVT

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）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]：プロセッサでの仮想化を禁止します。
• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング
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。
（注）

[Intel VT-d]
set IntelVTD

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。

Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
プロセッサで使用するかどうか。 次のいずれかになりま
す。
• [Disabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
しません。
• [Enabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
します。
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Name

説明

[Intel VT-d Coherency Support]

プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどう
か。 次のいずれかになります。

set CoherencySupport

• [Disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートし
ません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に応
じて使用します。
[Intel VT-d ATS Support]
set ATS

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
（ATS）をサポートするかどうか。 次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：プロセッサで ATS をサポートしません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じて
使用します。

[CPU Performance]
set CPUPerformance

サーバの CPU パフォーマンス プロファイルを設定しま
す。 パフォーマンス プロファイルは次のオプションで
構成されます。
• DCU Streamer Prefetcher
• DCU IP Prefetcher
• Hardware Prefetcher
• Adjacent Cache-Line Prefetch
次のいずれかになります。
• [Enterprise]：すべてのオプションがイネーブルで
す。
• [HighThroughput][High_Throughput]：DCU IP Prefetcher
のみがイネーブルです。 残りのオプションはディ
セーブルになります。
• [HPC]：すべてのオプションがイネーブルです。 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。
• [Custom]：パフォーマンス プロファイルのすべての
オプションをサーバの BIOS セットアップから設定
できます。 また、Hardware Prefetcher オプションと
Adjacent Cache-Line Prefetch オプションは、下記の
フィールドで設定できます。
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Name

説明

[Hardware Prefetcher]

プロセッサで、インテル ハードウェア プリフェッチャ
が必要に応じてデータおよび命令ストリームをメモリか
ら取得し、統合 2 次キャッシュに入れることを許可する
かどうか。 次のいずれかになります。

set HardwarePrefetch

• [Disabled]：ハードウェア プリフェッチャは使用し
ません。
• [Enabled]：プロセッサで、キャッシュの問題が検出
されたときにプリフェッチャを使用します。
[Adjacent Cache Line Prefetcher]
set AdjacentCacheLinePrefetch

プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数
または奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサで必要な行のみを取得しま
す。
• [Enabled]：プロセッサで必要な行およびペアの行の
両方を取得します。

[DCU Streamer Prefetch]
set DcuStreamerPrefetch

プロセッサで DCU IP Prefetch メカニズムを使用して履歴
キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求を
予測しようとせず、明示的に要求された行のみを取
得します。
• [Enabled]：DCU Prefetcher でキャッシュ読み取りパ
ターンを分析し、必要と判断した場合にキャッシュ
内の次の行を事前に取得します。

[DCU IP Prefetcher]
set DcuIpPrefetch

プロセッサで DCU IP Prefetch メカニズムを使用して履歴
キャッシュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：プロセッサでキャッシュ データをプリ
ロードしません。
• [Enabled]：DCU IP Prefetcher で最も関連性が高いと
判断されたデータを含む L1 キャッシュをプリロー
ドします。
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Name

説明

[Direct Cache Access Support]

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。

set DirectCacheAccess

• [Disabled]：I/O デバイスからのデータは、プロセッ
サのキャッシュに直接配置されません。
• [Enabled]：I/O デバイスからのデータは、プロセッ
サのキャッシュに直接配置されます。
[Power Technology]
set CPUPowerManagement

次のオプションの CPU 電源管理設定を指定できます。
• Enhanced Intel Speedstep Technology
• Intel Turbo Boost Technology
• Processor Power State C6
[Power Technology] は次のいずれかになります。
• [Custom]：前述の BIOS パラメータの個々の設定が
使用されます。 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。
• [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。
• [EnergyEfficient][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。
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Name

説明

[Enhanced Intel Speedstep Technology]

プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology 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。

set EnhancedIntelSpeedStep

• [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]：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。
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。
（注）

[Intel Turbo Boost Technology]
set IntelTurboBoostTech

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology 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]：プロセッサの周波数は自動的には上がり
ません。
• [Enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost
Technology が利用されます。
（注）

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。
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Name

説明

[Processor Power State C6]

BIOS 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。OSはレポートを受信すると、プロセッ
サを電力量の少ない C6 状態に移行してエネルギー使用
量を減らし、最適なプロセッサ パフォーマンスを維持で
きます。 次のいずれかになります。

set ProcessorC6Report

• [Disabled]：BIOS から C6 レポートを送信しません。
• [Enabled]：BIOS から C6 レポートを送信し、OS が
プロセッサを電力量の少ない C6 状態に移行できる
ようにします。
（注）

[Processor Power State C1 Enhanced]
set ProcessorC1EReport

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。

C1 ステートに入ったときに、CPU が最小周波数に移行
するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU は C1 ステートでも引き続き最大周
波数で動作します。
• [Enabled]：CPU は最小周波数に移行します。 この
オプションでは C1 ステートで節約される電力量が
最大になります。

[Frequency Floor Override]
set CpuFreqFloor

アイドル状態のときに CPU が最大非ターボ周波数未満に
なることができるかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU はアイドル状態のときに最大非ター
ボ周波数未満になることができます。 このオプショ
ンは、電力消費を削減しますが、システムのパ
フォーマンスが低下する場合があります。
• [Enabled]：CPU はアイドル状態のときに最大非ター
ボ周波数未満になることができません。 このオプ
ションでは、システムのパフォーマンスは向上しま
すが、電力消費は大きくなる可能性があります。
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Name

説明

[P-STATE Coordination]

BIOS がオペレーティング システムに P-state サポート モ
デルを通信する方法を定義できます。 Advanced
Configuration and Power Interface（ACPI）仕様で定義され
る 3 つのモデルがあります。

set PsdCoordType

• HW_ALL：プロセッサ ハードウェアが、依存性の
ある論理プロセッサ（パッケージ内のすべての論理
プロセッサ）間の P-state を調整します。
• SW_ALL：OS Power Manager（OSPM）が、依存性
のある論理プロセッサ（物理パッケージ内のすべて
の論理プロセッサ）間の P-state を調整します。すべ
ての論理プロセッサで遷移を開始する必要がありま
す。
• SW_ANY：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。
（注）

[Energy Performance]
set CpuEngPerfBias

[PowerTechnology][CPUPowerManagement] を
[Custom] に設定する必要があります。そのよう
にしない場合、このパラメータの設定は無視さ
れます。

システム パフォーマンスまたはエネルギー効率がこの
サーバで重要かどうかを判断できます。 次のいずれかに
なります。
• [BalancedEnergy][Balanced_Energy]
• [BalancedPerformance][Balanced_Performance]
• [EnergyEfficient][Energy_Efficient]
• [Performance][Performance]
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[Memory Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Select Memory RAS]

サーバに対するメモリの RAS（信頼性、可用性、有用
性）の設定方法。 次のいずれかになります。

set SelectMemoryRAS

• [MaximumPerformance][Maximum_Performance]：シ
ステムのパフォーマンスが最適化されます。
• [Mirroring]：システムのメモリの半分をバックアッ
プとして使用することにより、システムの信頼性が
最適化されます。
• [Lockstep]：サーバ内の DIMM ペアが、同一のタイ
プ、サイズ、および構成を持ち、SMI チャネルにま
たがって装着されている場合、ロックステップ モー
ドをイネーブルにして、メモリ アクセス遅延の最小
化およびパフォーマンスの向上を実現できます。 こ
のオプションを使用した場合、[Mirroring] よりもシ
ステム パフォーマンスが向上し、[Maximum
Performance] よりも信頼性が向上しますが、
[Mirroring] よりも信頼性が低く、[Maximum
Performance] よりもシステム パフォーマンスは低下
します。
[DRAM Clock Throttling]
set DRAMClockThrottling

メモリ帯域幅と消費電力に関してシステム設定を調整で
きます。 次のいずれかになります。
• [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]：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。
• [EnergyEfficient][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。
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Name

説明

[NUMA]

BIOS で NUMA をサポートするかどうか。 次のいずれか
になります。

set NUMAOptimize

• [Disabled]：BIOS で NUMA をサポートしません。
• [Enabled]：NUMA に対応したオペレーティング シ
ステムに必要な ACPI テーブルを BIOS に含めます。
このオプションをイネーブルにした場合は、一部の
プラットフォームでシステムのソケット間メモリ イ
ンターリーブをディセーブルにする必要がありま
す。
[Low Voltage DDR Mode]
set LvDDRMode

低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで優
先するか。 次のいずれかになります。
• [PowerSaving Mode][Power_Saving_Mode]：低電圧の
メモリ動作が高周波数のメモリ動作よりも優先され
ます。 このモードでは、電圧を低く維持するため
に、メモリの周波数が低下する可能性があります。
• [PerformanceMode][Performance_Mode]：高周波数の
動作が低電圧の動作よりも優先されます。

[DRAM Refresh rate]
set DramRefreshRate

DRAM セルをリフレッシュするレートを設定できます。
次のいずれかになります。
• [1x]：DRAM セルは、64ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [2x]：DRAM セルは、32ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [3x]：DRAM セルは、21ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [4x]：DRAM セルは、16ms ごとにリフレッシュさ
れます。
• [Auto]： DRAM セルのリフレッシュ レートは、シ
ステム設定に基づき BIOS によって自動的に選択さ
れます。 これは、このパラメータに推奨される設定
です。
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Name

説明

[Channel Interleaving]

CPU で、同時読み取り処理を可能にするために、メモリ
ブロックを分割し、データの隣接する部分をインター
リーブされたチャネル間で分散するかどうか。 次のいず
れかになります。

set ChannelInterLeave

• [Auto]：実行するインターリーブは CPU によって決
定されます。
• [1Way][1_Way]：何らかのチャネル インターリーブ
が使用されます。
• [2Way][2_Way]
• [3Way][3_Way]
• [4Way][4_Way]：チャネル インターリーブの最大量
が使用されます。
[Rank Interleaving]
set RankInterLeave

CPU で、1 つのランクの更新中に別のランクにアクセス
できるように、メモリの物理ランクをインターリーブす
るかどうか。 次のいずれかになります。
• [Auto]：実行するインターリーブは CPU によって決
定されます。
• [1Way][1_Way]：一部のランクのインターリーブが
使用されます。
• [2Way][2_Way]
• [4Way][4_Way]
• [8Way][8_Way]：ランクのインターリーブの最大容
量が使用されます。
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Name

説明

[Patrol Scrub]

システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ
ト メモリ エラーをアクティブに探して訂正するかどう
か。 次のいずれかになります。

set PatrolScrub

• [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]：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。
[Demand Scrub]
set DemandScrub

CPU または I/O によるデマンド リードでメモリの 1 ビッ
ト エラーが見つかった場合に、システムでこのエラーを
訂正するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：メモリの 1 ビット エラーは訂正されま
せん。
• [Enabled]：メモリの 1 ビット エラーは、メモリで訂
正され、訂正されたデータが、デマンド リードへの
応答に設定されます。

[Altitude]
set Altitude

物理サーバがインストールされているおおよその海抜
（m）。 次のいずれかになります。
• [Auto]：物理的な高度を CPU によって判別します。
• [300 M][300_M]：サーバは、海抜約300 m です。
• [900 M][900_M]：サーバは、海抜約900 m です。
• [1500 M][1500_M]：サーバは、海抜約1500 m です。
• [3000 M][3000_M]：サーバは、海抜約3000 m です。
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[QPI Configuration] のパラメータ
Name

説明

[QPI Link Frequency]

Intel QuickPath Interconnect（QPI）リンク周波数（ギガ転送/秒
（GT/s）単位）。 次のいずれかになります。

set QPILinkFrequency

• [Auto]：QPI リンク周波数は CPU によって決定されます。
• [6.4GT/s][6.4_GT/s]
• [7.2GT/s][7.2_GT/s]
• [8.0GT/s][8.0_GT/s]

[USB Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Legacy USB Support]

システムでレガシー USB デバイスをサポートするかどうか。
次のいずれかになります。

set LegacyUSBSupport

• [Disabled]：USB デバイスは、EFI アプリケーションでのみ
使用できます。
• [Enabled]：レガシー USB のサポートは常に使用できます。
• [Auto]：USB デバイスが接続されていない場合、レガシー
USB のサポートがディセーブルになります。
[All USB Devices]
set AllUsbDevices

すべての物理および仮想 USB デバイスがイネーブルであるか、
ディセーブルであるか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：すべての USB デバイスがディセーブルです。
• [Enabled]：すべての USB デバイスがイネーブルです。

[USB Port: Rear]
set UsbPortRear

背面パネルの USB デバイスがイネーブルかディセーブルか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：背面パネルの USB ポートをディセーブルにし
ます。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS お
よびオペレーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：背面パネルの USB ポートをイネーブルにしま
す。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およ
びオペレーティング システムによって検出されます。
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Name

説明

[USB Port: Front]

前面パネルの USB デバイスがイネーブルかディセーブルか。
次のいずれかになります。

set UsbPortFront

• [Disabled]：前面パネルの USB ポートをディセーブルにし
ます。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS お
よびオペレーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：前面パネルの USB ポートをイネーブルにしま
す。 これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およ
びオペレーティング システムによって検出されます。
[USB Port: Internal]
set UsbPortInt

内部 USB デバイスがイネーブルかディセーブルか。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：内部 USB ポートをディセーブルにします。 こ
れらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオペ
レーティング システムによって検出されません。
• [Enabled]：内部 USB ポートをイネーブルにします。 これ
らのポートに接続されるデバイスは、BIOSおよびオペレー
ティング システムによって検出されます。

[USB Port: KVM]
set UsbPortKVM

KVM ポートがイネーブルかディセーブルか。 次のいずれかに
なります。
• [Disabled]： KVM キーボードおよびマウス デバイスをディ
セーブルにします。 キーボードとマウスは KVM ウィンド
ウで機能しなくなります。
• [Enabled]： KVM キーボードおよびマウス デバイスをイ
ネーブルにします。

[USB Port: VMedia]
set UsbPortVMedia

仮想メディア デバイスがイネーブルかディセーブルか。 次のい
ずれかになります。
• [Disabled]：vMedia デバイスをディセーブルにします。
• [Enabled]：vMedia デバイスをイネーブルにします。
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Name

説明

[USB Port: SD Card]

SD カード ドライブがイネーブルかディセーブルか。 次のいず
れかになります。

set UsbPortSdCard

• [Disabled]：SD カード ドライブをディセーブルにします。
SD カード ドライブは、BIOS およびオペレーティング シ
ステムによって検出されません。
• [Enabled]：SD カード ドライブをイネーブルにします。

[PCI Configuration] のパラメータ
Name

説明

[MMIO Above 4GB]

64 ビット PCI デバイスの 4 GB 以上のアドレス空間に対
するメモリ マップド I/O をイネーブルにするか、ディ
セーブルにするか。 レガシーなオプション ROM は 4 GB
を超えるアドレスにアクセスできません。 PCI デバイス
が 64 ビット対応でも、レガシーなオプション ROM を使
用する場合は、この設定をイネーブルにしても正しく機
能しない場合があります。 次のいずれかになります。

set MemoryMappedIOAbove4GB

• [Disabled]：サーバでは 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングしません。
• [Enabled]：サーバで 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングします。
[ASPM Support]
set ASPMSupport

BIOS での ASPM （アクティブ電源状態管理）サポート
のレベルを設定できます。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：ASPM サポートは、BIOS でディセーブ
ルです。
• [Force L0s]：すべてのリンクを強制的に L0 スタン
バイ（L0）状態にします。
• [Auto]：電力状態を CPU によって判別します。
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サーバ モデルごとの BIOS パラメータ
C420 サーバの高度な BIOS パラメータ

Name

説明

[VGA Priority]

システムに複数の VGA デバイスがある場合は、VGA グ
ラフィックス デバイスのプライオリティを設定できま
す。 次のいずれかになります。

set VgaPriority

• [Onboard]：プライオリティがオンボード VGA デバ
イスに与えられます。 BIOS ポスト画面および OS
ブートはオンボード VGA ポート経由で駆動されま
す。
• [Offboard]：プライオリティが PCIE グラフィックス
アダプタに与えられます。 BIOS ポスト画面および
OS ブートは外部グラフィックス アダプタ ポート経
由で駆動されます。
• [OnboardVGA Disabled][Onboard_VGA_Disabled]：プ
ライオリティが PCIE グラフィックス アダプタに与
えられ、オンボード VGA デバイスはディセーブル
になります。
（注）

オンボード VGA がディセーブルの場合、
vKVM は機能しません。

[Serial Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Console Redirection]

POST および BIOS のブート中に、シリアル ポートをコンソー
ル リダイレクションに使用できるようにします。 BIOS のブー
トが完了し、オペレーティング システムがサーバを担当する
と、コンソール リダイレクションは関連がなくなり、無効にな
ります。 次のいずれかになります。

set ConsoleRedir

• [Disabled]：POST 中にコンソール リダイレクションは発生
しません。
• [Enabled]：POST 中のシリアル ポート A でのコンソール
リダイレクションをイネーブルにします。
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C420 サーバの高度な BIOS パラメータ

Name

説明

[Terminal Type]

コンソール リダイレクションに使用される文字フォーマットの
タイプ。 次のいずれかになります。

set TerminalType

• [PC-ANSI]：PC-ANSI 端末フォントが使用されます。
• [VT100]：サポートされている vt100 ビデオ端末とその文字
セットが使用されます。
• [VT100+]：サポートされている vt100-plus ビデオ端末とそ
の文字セットが使用されます。
• [VT-UTF8]：UTF-8 文字セットのビデオ端末が使用されま
す。
（注）

[Bits per second]
set BaudRate

この設定は、リモート ターミナル アプリケーション
上の設定と一致している必要があります。

シリアル ポートの伝送速度として使用されるボー レート。
[Console Redirection] をディセーブルにした場合は、このオプ
ションを使用できません。 次のいずれかになります。
• [9600]：9,600 ボー レートが使用されます。
• [19200]：19,200 ボー レートが使用されます。
• [38400]：38,400 ボー レートが使用されます。
• [57600]：57,600 ボー レートが使用されます。
• [115200]：115,200 ボー レートが使用されます。
（注）

[Flow Control]
set FlowCtrl

この設定は、リモート ターミナル アプリケーション
上の設定と一致している必要があります。

フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使用するかどうか。
送信要求/クリア ツー センド（RTS/CTS）を使用すると、隠れ
た端末問題が原因で発生する可能性があるフレーム コリジョン
を減らすことができます。 次のいずれかになります。
• [None]：フロー制御は使用されません。
• [HardwareRTS/CTS][Hardware_RTS/CTS]：フロー制御に
RTS/CTS が使用されます。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケーション
上の設定と一致している必要があります。
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C420 サーバの高度な BIOS パラメータ

Name

説明

[Putty KeyPad]

PuTTY ファンクション キーおよびテンキーの最上段のキーのア
クションを変更できます。 次のいずれかになります。

set PuttyFunctionKeyPad

• [VT100]：ファンクション キーが ESC OP ～ ESC O[ を生成
します。
• [LINUX]：Linux 仮想コンソールを模倣します。 ファンク
ション キー F6 ～ F12 はデフォルト モードと同様に動作し
ますが、F1 ～ F5 は ESC [[A ～ ESC [[E を生成します。
• [XTERMR6]：ファンクション キー F5 ～ F12 がデフォルト
モードと同様に動作します。 ファンクション キー F1 ～ F4
が ESC OP ～ ESC OS を生成します。これはデジタル端末
のキーパッドの上段によって生成されるシーケンスです。
• [SCO]：ファンクション キー F1 ～ F12 が ESC [M ～ ESC
[X を生成します。 ファンクションおよび Shift キーが ESC
[Y ～ ESC [j を生成します。 Ctrl およびファンクション キー
が ESC [k ～ ESC [v を生成します。 Shift、Ctrl およびファ
ンクション キーが ESC [w ～ ESC [{ を生成します。
• [ESCN]：デフォルト モードです。 ファンクション キーは
デジタル端末の一般的な動作と一致します。 ファンクショ
ン キーが ESC [11~ や ESC [12~ などのシーケンスを生成し
ます。
• [VT400]：ファンクション キーがデフォルト モードと同様
に動作します。 テンキーの最上段のキーが ESC OP ～ ESC
OS を生成します。
[Redirection After BIOS POST]
set RedirectionAfterPOST

BIOS POST が完了し、OS ブートローダに制御が渡された後に、
BIOS コンソール リダイレクションがアクティブであるかどう
か。 次のいずれかになります。
• [AlwaysEnable][Always_Enable]：OS のブートおよび実行時
に BIOS レガシー コンソール リダイレクションがアクティ
ブになります。
• [Bootloader]：OS ブートローダに制御が渡される前に BIOS
レガシー コンソール リダイレクションがディセーブルに
なります。
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C420 サーバの高度な BIOS パラメータ

[LOM and PCIe Slots Configuration] のパラメータ
Name

説明

[All Onboard LOM Ports]

すべての LOM ポートがイネーブルであるか、ディセーブルで
あるか。 次のいずれかになります。

set AllLomPortControl

• [Disabled]：すべての LOM ポートがディセーブルです。
• [Enabled]：すべての LOM ポートがイネーブルです。
[LOM Port n OptionROM]
set LomOpromControlPortn

n で指定された LOM ポートでオプション ROM を使用できるか
どうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：LOM ポート n でオプション ROM を使用でき
ません。
• [Enabled]：LOM ポート n でオプション ROM を使用できま
す。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用でのみ
使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガシー用
でのみ使用できます。

[All PCIe Slots OptionROM]
set PcieOptionROMs

サーバで PCIe オプション ROM 拡張スロットを使用できるかど
うか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：PCIe オプション ROM を使用できません。
• [Enabled]：PCIe オプション ROM を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用でのみ
使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガシー用
でのみ使用できます。

[PCIe Slot:n OptionROM]
set PcieSlotnOptionROM

PCIe 拡張スロット n をサーバに使用できるかどうか。 次のいず
れかになります。
• [Disabled]：拡張スロット n を使用できません。
• [Enabled]：拡張スロット n を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用でのみ
使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガシー用
でのみ使用できます。
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C420 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ

Name

説明

[PCIe Slot:n Link Speed]

このオプションでは、PCIe スロット n に取り付けられたアダプ
タ カードの最大速度を制限することができます。 次のいずれか
になります。

PCIe Slot:nLinkSpeed

• [GEN1]：最大速度が 2.5 GT/s（ギガ転送/秒）になります。
• [GEN2]：最大速度が 5 GT/s になります。
• [GEN3]：最大速度が 8 GT/s になります。
• [Disabled]：最大速度は制限されません。
たとえば、PCIe スロット 2 に第 3 世代アダプタ カードがあり、
カードがサポートする 8 GT/s の代わりに最大速度 5 GT/s で実行
する場合は、PCIe スロット 2 のリンク速度を GEN2 に設定しま
す。 システムは、カードがサポートする最大速度 8 GT/s を無視
し、最大速度を強制的に 5 GT/s にします。

C420 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ
Name

説明

[FRB-2 Timer]

POST 中にシステムがハングした場合に、システムを回
復するために CIMC によって FRB2 タイマーが使用され
るかどうか。 次のいずれかになります。

set FRB-2

• [Disabled]：FRB2 タイマーは使用されません。
• [Enabled]：POST 中に FRB2 タイマーが開始され、
必要に応じてシステムの回復に使用されます。
[OS Watchdog Timer]
set OSBootWatchdogTimer

BIOS が指定されたタイムアウト値でウォッチドッグ タ
イマーをプログラムするかどうか。 次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：サーバのブートにかかる時間をトラッキ
ングするためにウォッチドッグ タイマーは使用され
ません。
• [Enabled]：サーバのブートにかかる時間をウォッチ
ドッグ タイマーでトラッキングします。 サーバが
set OSBootWatchdogTimerTimeout コマンドで指定
された時間内にブートしない場合、CIMC はエラー
をログに記録し、set OSBootWatchdogTimerPolicy
コマンドで指定されたアクションを実行します。
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C420 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ

Name

説明

[OS Watchdog Timer Timeout]

BIOS でウォッチドッグ タイマーの設定に使用されるタ
イムアウト値。 次のいずれかになります。

set OSBootWatchdogTimerTimeOut

• [5 Minutes][5_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 5 分後に期限が
切れます。
• [10 Minutes][10_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 10 分後に期限が
切れます。
• [15 Minutes][15_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 15 分後に期限が
切れます。
• [20 Minutes][20_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 20 分後に期限が
切れます。
（注）

[OS Watchdog Timer Policy]
set OSBootWatchdogTimerPolicy

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer] を
イネーブルにした場合にのみ適用されます。

ウォッチドッグ タイマーが切れた場合にシステムで実行
されるアクション。 次のいずれかになります。
• [DoNothing][Do_Nothing]：OS のブート中にウォッ
チドッグ タイマーの期限が切れた場合、アクション
は実行されません。
• [PowerDown][Power_Down]：OS のブート中にウォッ
チドッグ タイマーの期限が切れた場合、サーバの電
源がオフになります。
• [Reset]：OS のブート中にウォッチドッグ タイマー
が切れた場合、サーバはリセットされます。
（注）

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer] を
イネーブルにした場合にのみ適用されます。
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C420 サーバのサーバ管理 BIOS パラメータ

Name

説明

[Boot Order Rules]

使用できる特定のデバイス タイプのデバイスがない場
合、またはユーザがサーバの BIOS セットアップ ユー
ティリティを使用して別のブート順序を定義している場
合に、サーバで CIMC GUI または CLI を通じて定義され
ているブート順リストを変更する方法。

set ManagedBootRule

サポートされるデバイスのタイプは次のとおりです。
• HDD：ハード ディスク ドライブ
• FDD：フロッピー ディスク ドライブ
• [CDROM]：ブート可能 CD-ROM または DVD
• PXE：PXE ブート
• EFI：Extensible Firmware Interface
[Boot Order Rules] オプションは次のいずれかになります。
• [Strict]：特定のタイプのデバイスがない場合、シス
テムでは、ブート順序リストに、そのデバイス タイ
プ用のプレースホルダを作成します。 そのタイプの
デバイスが使用可能になると、事前に定義した位置
のブート順に追加されます。
ユーザがサーバの BIOS セットアップ ユーティリ
ティでブート順を定義すると、そのブート順は、で
起動 CIMC GUI または CLI を介して設定されている
ブート順よりも優先されます。 CIMC を介して定義
されており、BIOS セットアップ ユーティリティに
よって定義されたブート順にないすべてのデバイス
タイプは、ブート順リストから削除されます。
• [Loose]：特定のタイプのデバイスが存在しない場
合、システムはブート順からそのデバイス タイプを
削除します。 そのタイプのデバイスが使用可能にな
ると、システムはブート順リストの末尾に追加しま
す。
ブート順がサーバの BIOS セットアップ ユーティリ
ティで設定されると、そのブート順は、CIMC GUI
または CLI を介して設定されているブート順よりも
優先されます。 CIMC を介して定義されており、
BIOS セットアップ ユーティリティによって定義さ
れたブート順にないすべてのデバイス タイプは、
ブート順リストの最後に移動されます。
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C460 サーバ

C460 サーバ
C460 サーバの主要な BIOS パラメータ
Name

説明

[POST Error Pause]

POST 中にサーバで重大なエラーが発生した場合の処理。 次の
いずれかになります。

set POSTErrorPause

• [Enabled]：POST 中に重大なエラーが発生した場合、BIOS
はサーバのブートを一時停止し、Error Manager を開きま
す。
• [Disabled]：BIOS はサーバのブートを続行します。
[Boot Option Retry]
set BootOptionRetry

BIOS でユーザ入力を待機せずに非 EFI ベースのブート オプショ
ンを再試行するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Enabled]：ユーザ入力を待機せずに非 EFI ベースのブート
オプションを継続的に再試行します。
• [Disabled]：ユーザ入力を待機してから非 EFI ベースのブー
ト オプションを再試行します。

C460 サーバの高度な BIOS パラメータ
[Processor Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Intel Turbo Boost Technology]

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology 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。

set IntelTurboBoostTech

• [Disabled]：プロセッサの周波数は自動的には上がり
ません。
• [Enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost
Technology が利用されます。
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Name

説明

[Enhanced Intel Speedstep Technology]

プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technology 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。

set EnhancedIntelSpeedStep

• [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]：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。
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 Hyper-Threading Technology]
set IntelHyperThread

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology 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]：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]：プロセッサでの複数スレッドの並列実行
を許可します。
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。

[Number of Enabled Cores]
set CoreMultiProcessing

サーバ上の 1 つ以上の物理コアをディセーブルにできま
す。 次のいずれかになります。
• [All]：すべての物理コアをイネーブルにします。
これにより、関連付けられている論理プロセッサ コ
アで Hyper Threading もイネーブルになります。
• [1] ～ [n]：サーバで実行できる物理プロセッサ コア
の数を指定します。 各物理コアには、論理コアが関
連付けられています。
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。
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Name

説明

[Execute Disable]

アプリケーション コードを実行できる場所を指定するた
めに、サーバのメモリ領域を分類します。 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。

set ExecuteDisable

• [Disabled]：プロセッサでメモリ領域を分類しませ
ん。
• [Enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類します。
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 Virtualization Technology]
set IntelVT

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）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]：プロセッサでの仮想化を禁止します。
• [Enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング
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。
（注）

[Intel VT for Directed IO]
set IntelVTD

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。

Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
プロセッサで使用するかどうか。 次のいずれかになりま
す。
• [Disabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
しません。
• [Enabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
します。
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Name

説明

[Intel VT-d Interrupt Remapping]

プロセッサで Intel VT-d Interrupt Remapping をサポートす
るかどうか。 次のいずれかになります。

set InterruptRemap

• [Disabled]：プロセッサでリマッピングをサポートし
ません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Interrupt Remapping を
必要に応じて使用します。
[Intel VT-d Coherency Support]
set CoherencySupport

プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどう
か。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートし
ません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に応
じて使用します。

[Intel VT-d Address Translation Services] プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
（ATS）をサポートするかどうか。 次のいずれかになり
set ATS
ます。
• [Disabled]：プロセッサで ATS をサポートしません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じて
使用します。
[Intel VT-d PassThrough DMA]
set PassThroughDMA

プロセッサで Intel VT-d Pass-through DMA をサポートす
るかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：プロセッサでパススルー DMA をサポー
トしません。
• [Enabled]：プロセッサで VT-d Pass-through DMA を
必要に応じて使用します。
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Name

説明

[Direct Cache Access]

プロセッサで、データを I/O デバイスから直接プロセッ
サ キャッシュに入れることにより、I/O パフォーマンス
を向上させることができます。 この設定はキャッシュ
ミスを減らすのに役立ちます。 次のいずれかになりま
す。

set DirectCacheAccess

• [Disabled]：I/O デバイスからのデータは、プロセッ
サのキャッシュに直接配置されません。
• [Enabled]：I/O デバイスからのデータは、プロセッ
サのキャッシュに直接配置されます。
[Processor C3 Report]
set ProcessorC3Report

BIOS 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。OSはレポートを受信すると、プロセッ
サを電力量の少ない C3 状態に移行してエネルギー使用
量を減らし、最適なプロセッサ パフォーマンスを維持で
きます。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：BIOS から C3 レポートを送信しません。
• [ACPIC2][ACPI_C2]：BIOS から ACPI C2 形式の C3
レポートを送信し、OS がプロセッサを電力量の少
ない C3 状態に移行できるようにします。
• [ACPIC3][ACPI_C3]：BIOS から ACPI C3 形式の C3
レポートを送信し、OS がプロセッサを電力量の少
ない C3 状態に移行できるようにします。

[Processor C6 Report]
set ProcessorC6Report

BIOS 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。OSはレポートを受信すると、プロセッ
サを電力量の少ない C6 状態に移行してエネルギー使用
量を減らし、最適なプロセッサ パフォーマンスを維持で
きます。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：BIOS から C6 レポートを送信しません。
• [Enabled]：BIOS から C6 レポートを送信し、OS が
プロセッサを電力量の少ない C6 状態に移行できる
ようにします。
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Name

説明

[Package C State Limit]

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。

set PackageCStateLimit

• [C0state][C0_state]：サーバはすべてのサーバ コン
ポーネントに常にフル パワーを提供します。 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。
• [C1state][C1_state]：CPU のアイドル時に、システム
は電力消費を少し減らします。 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。
• [C3state][C3_state]：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。
• [C6state][C6_state]：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。
• [C7state][C7_state]：CPU のアイドル時に、サーバは
コンポーネントが使用できる電力量を最小にしま
す。 このオプションでは、節約される電力量が最大
になりますが、サーバがハイ パフォーマンス モー
ドに戻るのに要する時間も最も長くなります。
• [NoLimit][No_Limit]：サーバは、使用可能な任意の
C ステートに入ることがあります。
（注）

このオプションは [CPU C State] がイネーブル
の場合にのみ使用されます。
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Name

説明

[CPU C State]

アイドル期間中にシステムが省電力モードに入ることが
できるかどうか。 次のいずれかになります。

set ProcessorCcxEnable

• [Disabled]：システムはアイドル時でもハイ パフォー
マンス状態のままになります。
• [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。 電力
低減量は、set PackageCStateLimit コマンドにより
指定します。
[C1E]
set ProcessorC1eEnable

C1 ステートに入ったときに、CPU が最小周波数に移行
するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU は C1 ステートでも引き続き最大周
波数で動作します。
• [Enabled]：CPU は最小周波数に移行します。 この
オプションでは C1 ステートで節約される電力量が
最大になります。
（注）

このオプションは、[CPUC
State][ProcessorCcxEnable] がイネーブルの場合
にのみ使用します。

[Memory Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Select Memory RAS]

サーバに対するメモリの RAS（信頼性、可用性、有用
性）の設定方法。 次のいずれかになります。

set SelectMemoryRAS

• [MaximumPerformance][Maximum_Performance]：シ
ステムのパフォーマンスが最適化されます。
• [Mirroring]：システムのメモリの半分をバックアッ
プとして使用することにより、システムの信頼性が
最適化されます。
• [Sparing]：システムは、DIMM に障害が発生した場
合に使用するためのメモリを予約します。 障害が発
生した場合、サーバは DIMM をオフラインにして、
予約済みのメモリと置き換えます。 このオプション
は、ミラーリングよりも冗長性が低くなりますが、
サーバで実行するプログラムに使用できるメモリの
量が多くなります。
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Name

説明

[NUMA Optimized]

BIOS で NUMA をサポートするかどうか。 次のいずれか
になります。

set NUMAOptimize

• [Disabled]：BIOS で NUMA をサポートしません。
• [Enabled]：NUMA に対応したオペレーティング シ
ステムに必要な ACPI テーブルを BIOS に含めます。
このオプションをイネーブルにした場合は、一部の
プラットフォームでシステムのソケット間メモリ イ
ンターリーブをディセーブルにする必要がありま
す。
[Sparing Mode]
set SparingMode

CIMC で使用される予備設定モード。 次のいずれかにな
ります。
• [RankSparing][Rank_Sparing]：ランク レベルで予備
メモリが割り当てられます。
• [DIMM Sparing]：DIMM レベルで予備メモリが割り
当てられます。
（注）

[Mirroring Mode]
set MirroringMode

このオプションは、[SelectMemory RAS][set
SelectMemoryRAS] が [Sparing] に設定されてい
る場合にのみ使用されます。

ミラーリングは Integrated Memory Controller（IMC）全体
でサポートされ、1 つのメモリ ライザーが別のメモリ ラ
イザーとミラーリングされます。 次のいずれかになりま
す。
• [Intersocket]：各 IMC は 2 つのソケット全体でミラー
リングされます。
• [Intrasocket]：1 つの IMC が同じソケット内の別の
IMC とミラーリングされます。
（注）

このオプションは、[SelectMemory
RAS][SelectMemoryRAS] が [Mirroring] に設定
されている場合にのみ使用します。
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Name

説明

[Patrol Scrub]

システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ
ト メモリ エラーをアクティブに探して訂正するかどう
か。 次のいずれかになります。

set PatrolScrub

• [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]：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。
[Patrol Scrub Interval]
set PatrolScrubDuration

各パトロール スクラブによるメモリ アクセスの時間間
隔を制御します。 小さくすると、メモリのスクラブ頻度
が高くなりますが、必要なメモリ帯域幅も多くなりま
す。
5 ～ 23 の値を選択します。 デフォルト値は 8 です。
（注）

[CKE Low Policy]
set CkeLowPolicy

このオプションは、[Patrol Scrub] がイネーブル
の場合にのみ使用します。

DIMM の省電力モード ポリシーを制御します。 次のい
ずれかになります。
• [Disabled]：DIMM は省電力モードに入りません。
• [Slow]：DIMM は省電力モードに入ることができま
すが、要件が厳しくなります。 したがって、DIMM
が省電力モードに入る頻度は低くなります。
• [Fast]：DIMM はできる限り頻繁に省電力モードに
入ります。
• [Auto]：BIOS は DIMM の構成に基づいて DIMM が
省電力モードに入るタイミングを制御します。
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[Serial Port Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Serial A Enable]

シリアル ポート A がイネーブルかディセーブルか。 次のいず
れかになります。

set Serial-PortA

• [Disabled]：シリアル ポートはディセーブルになります。
• [Enabled]：シリアル ポートはイネーブルになります。

[USB Configuration] のパラメータ
Name

説明

サーバが USB デバイスからブートできるかどうか。 次のいず
set MakeUSBDeviceNonBootable れかになります。
[Make Device Non-Bootable]

• [Disabled]：サーバは USB デバイスからブートできます。
• [Enabled]：サーバは USB デバイスからブートできません。

[PCI Configuration] のパラメータ
Name

説明

[Memory Mapped I/O Above 4GB]

64 ビット PCI デバイスの 4 GB 以上のアドレス空間に対
するメモリ マップド I/O をイネーブルにするか、ディ
セーブルにするか。 レガシーなオプション ROM は 4 GB
を超えるアドレスにアクセスできません。 PCI デバイス
が 64 ビット対応でも、レガシーなオプション ROM を使
用する場合は、この設定をイネーブルにしても正しく機
能しない場合があります。 次のいずれかになります。

set MemoryMappedIOAbove4GB

• [Disabled]：サーバでは 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングしません。
• [Enabled]：サーバで 64 ビット PCI デバイスの I/O
を 4 GB 以上のアドレス空間にマッピングします。
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Name

説明

[Onboard NIC n ROM]

n で指定されたオンボード NIC 用に組み込み PXE オプ
ション ROM をシステムでロードするかどうか。 次のい
ずれかになります。

set NIC-n-ROM

• [Disabled]：PXE オプション ROM を NIC n に使用で
きません。
• [Enabled]：PXE オプション ROM を NIC n に使用で
きます。
[PCIe OptionROMs]
set PciOptRomsDisable

サーバで PCIe オプション ROM 拡張スロットを使用でき
るかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：PCIe オプション ROM を使用できませ
ん。
• [Enabled]：PCIe オプション ROM を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用
でのみ使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガ
シー用でのみ使用できます。

[PCIe Slot n ROM]
set Slot-n-ROM

PCIe 拡張スロット n をサーバに使用できるかどうか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：拡張スロット n を使用できません。
• [Enabled]：拡張スロット n を使用できます。
• [UEFIOnly][UEFI_Only]：拡張スロット n を UEFI 用
でのみ使用できます。
• [LegacyOnly][Legacy_Only]：拡張スロット n をレガ
シー用でのみ使用できます。

[Onboard Gbit LOM]
set OnboardNic1

サーバ上で Gbit LOM がイネーブルかディセーブルか。
次のいずれかになります。
• [Disabled]：Gbit LOM を使用できません。
• [Enabled]：10Git LOM を使用できます。
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Name

説明

[Onboard 10Gbit LOM]

サーバ上で 10Gbit LOM がイネーブルかディセーブルか。
次のいずれかになります。

set OnboardNic2

• [Disabled]：10Gbit LOM を使用できません。
• [Enabled]：10Gbit LOM を使用できます。
[Sriov]
set SrIov

サーバ上で SR-IOV（Single Root I/O Virtualization）がイ
ネーブルかディセーブルか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：SR-IOV はディセーブルになります。
• [Enabled]：SR-IOV はイネーブルになります。

[IOH Resource Allocation]
set IOHResource

システム要件に応じて、IOH0 と IOH1 間で 16 ビット I/O
リソースの 64 KB を分配できます。 次のいずれかになり
ます。
• [IOH0 24k IOH1 40k]：16 ビット I/O リソースの 24
KB を IOH0 に、16 ビット I/O リソースの 40 KB を
IOH1 に割り当てます。
• [IOH0 32k IOH1 32k]：16 ビット I/O リソースの 32
KB を IOH0 に、16 ビット I/O リソースの 32 KB を
IOH1 に割り当てます。
• [IOH0 40k IOH1 24k]：16 ビット I/O リソースの 40
KB を IOH0 に、16 ビット I/O リソースの 24 KB を
IOH1 に割り当てます。
• [IOH0 48k IOH1 16k]：16 ビット I/O リソースの 48
KB を IOH0 に、16 ビット I/O リソースの 16 KB を
IOH1 に割り当てます。
• [IOH0 56k IOH1 8k]：16 ビット I/O リソースの 56 KB
を IOH0 に、16 ビット I/O リソースの 8 KB を IOH1
に割り当てます。
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Name

説明

[Assert NMI on SERR]

システム エラー（SERR）の発生時に、BIOS がマスク不
能割り込み（NMI）を生成し、エラーをログに記録する
かどうか。 次のいずれかになります。

set AssertNMIOnSERR

• [Disabled]：SERR の発生時に、BIOS は NMI を生成
することもエラーをログに記録することもしませ
ん。
• [Enabled]：SERR の発生時に、BIOS は NMI を生成
し、エラーをログに記録します。 [AssertNMI on
PERR][Assert_NMI_on_PERR] をイネーブルにする場
合は、この設定をイネーブルにする必要がありま
す。
[Assert NMI on PERR]
set AssertNMIOnPERR

プロセッサ バス パリティ エラー（PERR）の発生時に、
BIOS がマスク不能割り込み（NMI）を生成し、エラーを
ログに記録するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：PERR の発生時に、BIOS は NMI を生成
することもエラーをログに記録することもしませ
ん。
• [Enabled]：PERR の発生時に、BIOS は NMI を生成
し、エラーをログに記録します。 この設定を使用す
るには、[AssertNMI on SERR][Assert_NMI_on_SERR]
をイネーブルにする必要があります。
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Name

説明

[Console Redirection]

POST および BIOS のブート中に、シリアル ポートをコ
ンソール リダイレクションに使用できるようにします。
BIOS のブートが完了し、オペレーティング システムが
サーバを担当すると、コンソール リダイレクションは関
連がなくなり、無効になります。 次のいずれかになりま
す。

set ConsoleRedir

• [Disabled]：POST 中にコンソール リダイレクション
は発生しません。
• [SerialPort A][Serial_Port_A]：POST 中のシリアル
ポート A でのコンソール リダイレクションをイネー
ブルにします。
（注）

[Flow Control]
set FlowCtrl

このオプションをイネーブルにする場合は、
POST 中に表示される Quiet Boot のロゴ画面も
ディセーブルにします。

フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使用するかど
うか。 送信要求/クリア ツー センド（RTS/CTS）を使用
すると、隠れた端末問題が原因で発生する可能性がある
フレーム コリジョンを減らすことができます。 次のい
ずれかになります。
• [None]：フロー制御は使用されません。
• [RTS-CTS]：RTS/CTS がフロー制御に使用されま
す。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケー
ション上の設定と一致している必要がありま
す。
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Name

説明

[Baud Rate]

シリアル ポートの伝送速度として使用されるボー レー
ト。 [Console Redirection] をディセーブルにした場合は、
このオプションを使用できません。 次のいずれかになり
ます。

set BaudRate

• [9.6k]：9,600 ボー レートが使用されます。
• [19.2k]：19,200 ボー レートが使用されます。
• [38.4k]：38,400 ボー レートが使用されます。
• [57.6k]：57,600 ボー レートが使用されます。
• [115.2k]：115,200 ボー レートが使用されます。
（注）

[Terminal Type]
set TerminalType

この設定は、リモート ターミナル アプリケー
ション上の設定と一致している必要がありま
す。

コンソール リダイレクションに使用される文字フォー
マットのタイプ。 次のいずれかになります。
• [PC-ANSI]：PC-ANSI 端末フォントが使用されます。
• [VT100]：サポートされている vt100 ビデオ端末と
その文字セットが使用されます。
• [VT100-PLUS]：サポートされている vt100-plus ビデ
オ端末とその文字セットが使用されます。
• [VT-UTF8]：UTF-8 文字セットのビデオ端末が使用
されます。
（注）

この設定は、リモート ターミナル アプリケー
ション上の設定と一致している必要がありま
す。
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Name

説明

[OS Boot Watchdog Timer Timeout]

BIOS でウォッチドッグ タイマーの設定に使用されるタ
イムアウト値。 次のいずれかになります。

set OSBootWatchdogTimerTimeOut

• [5 Minutes][5_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 5 分後に期限が
切れます。
• [10 Minutes][10_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 10 分後に期限が
切れます。
• [15 Minutes][15_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 15 分後に期限が
切れます。
• [20 Minutes][20_Minutes]：ウォッチドッグ タイマー
は、OSのブートが開始されてから 20 分後に期限が
切れます。
（注）

[OS Boot Watchdog Policy]
set OSBootWatchdogTimerPolicy

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer] を
イネーブルにした場合にのみ適用されます。

ウォッチドッグ タイマーが切れた場合にシステムで実行
されるアクション。 次のいずれかになります。
• [PowerOff][Power_Off]：OS のブート中にウォッチ
ドッグ タイマーの期限が切れた場合、サーバの電源
がオフになります。
• [Reset]：OS のブート中にウォッチドッグ タイマー
が切れた場合、サーバはリセットされます。
（注）

[Legacy OS Redirection]
set LegacyOSRedir

このオプションは [OS Boot Watchdog Timer] を
イネーブルにした場合にのみ適用されます。

シリアル ポートでレガシーなオペレーティング システ
ム（DOS など）からのリダイレクションをイネーブルに
するかどうか。 次のいずれかになります。
• [Disabled]：コンソール リダイレクションがイネー
ブルになっているシリアル ポートは、レガシーなオ
ペレーティング システムから認識されません。
• [Enabled]：コンソール リダイレクションがイネーブ
ルになっているシリアル ポートは、レガシーなオペ
レーティング システムから認識できます。
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Name

説明

[OS Boot Watchdog Timer]

BIOS が指定されたタイムアウト値でウォッチドッグ タ
イマーをプログラムするかどうか。 次のいずれかになり
ます。

set OSBootWatchdogTimer

• [Disabled]：サーバのブートにかかる時間をトラッキ
ングするためにウォッチドッグ タイマーは使用され
ません。
• [Enabled]：サーバのブートにかかる時間をウォッチ
ドッグ タイマーでトラッキングします。 サーバが
set OSBootWatchdogTimerTimeout コマンドで指定
された時間内にブートしない場合、CIMC はエラー
をログに記録し、set OSBootWatchdogTimerPolicy
コマンドで指定されたアクションを実行します。
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