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目的

Application Policy Infrastructure Controller（APIC） （APIC）ソリッド ステート ドライブ
（SSD）の持久力は SSD の特定の種類のための利用度が高いの間に身に着けられています。 こ
れは SSD を遅らせるために書きます導き、SSD は読み取り専用になることができます。 SSD ド
ライブが低下するとき、により APIC サービスで CPU スパイクを引き起こす場合があります。

Field Notice： プロダクト ID APIC-SD120G0KS2-EV や APIC-SD120GBKS4-EV のすべての
APIC SSD が新しいエンタープライズ レベル SSD と利用されるパーセントに関係なく、取り替
える必要があることを FN - 64329 は推奨します-部品番号 UCS-SD200G12S3-EP。

APIC SSD プロダクト ID をおよび Field Notice から影響を受ける APICs の SSD を取り替える方
法どのように識別しなさいかこのドキュメント アウトラインのプロシージャ。

それは下記に記載されていた既存の SSD 置換ドキュメントを補います

Cisco APIC SSD 置換 リリース 3.x およびそれ以前
Cisco APIC SSD 置換 リリース 4.x およびそれ以降

よくみられる症状

2.3 を開始する ACI リリースでは SSD 持久力問題の近くで得ているときまた知らせるように
APIC で生成されるエラーがあります。

F2730: fltEqptStorageWearout 警告
F2731: fltEqptStorageWearout メジャー
F2732: fltEqptStorageWearout 重要

例：

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/field-notices/643/fn64329.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/1-x/troubleshooting/b_APIC_Troubleshooting/b_APIC_Troubleshooting_appendix_010110.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/4-x/troubleshooting/Cisco-APIC-Troubleshooting-Guide-401/b_APIC_Troubleshooting_4x_appendix_011001.pdf


エラー F2730: 「/dev/sdb でマウントされるノード X のストレージ ユニット /dev/sdb 残る
x% ライフを[このエラーは SSD シリアル番号を提供します]」は過します。

エラー F2730

プロダクト ID APIC-SD120G0KS2-EV や APIC-SD120GBKS4-EV がある SSD の 2 つの型で存在
するこの仕様 SSD 持久力問題。

Cisco は新しいエンタープライズ レベル SSD と利用されるパーセントに関係なくこれらの SSD
を、取り替えることを推奨します。

あります影響を受ける APIC SSD は-チェックする方法か。

APIC SSD プロダクト ID が Field Notice から影響を受けたら識別するために、CIMC GUI から
SSD SN を得て下さい。

CIMC 3.0(4) のためまたはより新しい

Cisco IMC GUI へのログイン。
a- トグル ナビゲーション（左上コーナー）を用いる CIMC メニューを、ストレージ、Cisco
12G SAS モジュラ侵略コントローラ拡張して下さい
b -物理ドライブ情報を『ON』 をクリック して下さい
c -左側、物理ドライブ、選定された PD-1 （それは SSD はであるはずです）
d -一般は、メディアタイプ SSD であるはずです
e -照会データは、ドライブ シリアル番号 シリアル番号をコピーし、
f -次の Webサイトの SSD シリアル番号を貼り付け、SSD シリアル番号が影響を受けたプロ
ダクト ID と一致するかどうか確認して下さい

g- また「使用方法を表示するために残っている下記の画面から」パーセント ライフをチェッ
クできます。

https://cway.cisco.com/sncheck/

https://cway.cisco.com/sncheck/


Cisco IMC 3.0(4d)

または

CIMC 前のリリースに関しては 3.0(4)

Cisco IMC GUI へのログイン。
a- ストレージを、Cisco UCSC RAID SAS 200xx 選択して下さい
b -物理ドライブ情報を『ON』 をクリック して下さい
c -物理ドライブ リストから SSD を選択して下さい
d -照会データは、ドライブ シリアル番号 シリアル番号をコピーし、
e -次の Webサイトの SSD シリアル番号を貼り付け、SSD シリアル番号が影響を受けたプロ
ダクト ID と一致するかどうか確認して下さい

https://cway.cisco.com/sncheck/

https://cway.cisco.com/sncheck/


Cisco IMC 2.0(9c)

2 - APIC SSD SN が影響を受けたプロダクト ID APIC-SD120G0KS2-EV や APIC-SD120GBKS4-
EV と一致する場合、APIC SSD シリアル番号および CDETS CSCvc84794 で TAC ケースを作成
して下さい

SSD 置換前のチェックリスト

1. Cisco IMC リリースが 2.0(9c) より早い場合、ソリッド ステート ドライブ（SSD）を交換する
前に Cisco IMC ソフトウェアをアップグレードして下さい。 現在のバージョンからターゲット
リリースに推奨 アップグレード パスを判別するためにターゲット Cisco IMC リリースの Cisco
IMC リリース ノートを参照して下さい。 各 ACI リリースに ACI リリース ノートで Cisco 推奨さ
れる IMC リリースがあります。 アップグレードを行うこのリンクで Cisco ホスト アップグレー
ド ユーティリティ（HUU）ユーザガイドの最新バージョンの手順に従って下さい。

2. Cisco IMC 信頼されたプラットフォーム モジュール（TPM）状態が「イネーブルになったに」
。設定 されることを BIOS では、確認して下さい BIOS 設定にアクセスする KVM コンソールを
使用する高度の下で > 信頼されたコンピューティング > TPM 状態 TPM 状態を表示し、設定でき
ます。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc84794
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-management-controller/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/products-user-guide-list.html


Cisco IMC KVM による APIC BIOS

注： APIC は起動しません TPM 状態が「無効」。である場合

3. Ciscoソフトウェア ダウンロード サイトからの ACI APIC .iso イメージを得て下さい。

4. このプロシージャはクラスタの健全な SSD の少なくとも 1 APIC があるときしか、それ十分に
合います実行された必要があります。 クラスタの APIC コントローラ全員に失敗した SSD があ
ったら、Cisco Technical Assistance Center （TAC）とのケースをオープンして下さい。 十分に
合われた状態ですべての APICs があるスナップショットの下でクラスタからあります。

https://software.cisco.com/download/home/285968390/type


APIC GUI 4.1(2g)

5. APIC SSD 置換の後で、APIC はなります再度設定されて、次の情報はために必要とされます
[この情報は「SSD 交換手順ステップ 4-d"] で使用されます:

ファブリック名●

コントローラの数●

コントローラ ID●

トンネルエンドポイントアドレス（TEP）のための IP アドレス プール●

ブリッジドメイン マルチキャスト アドレス（GIPO）のための IP アドレス プール●

マネージメントインターフェイス速度/デュプレクスモード●

インフラストラクチャ ネットワークのための VLAN ID●

アウトオブバンド管理のための IPv4/IPv6 アドレス●

デフォルト ゲートウェイの IPv4/IPv6 アドレス●

強力なパスワード チェック●

日の Technote を使用して下さい: どんな設定が評価するか見つける方法 APIC1 のセットアップ
の間に使用されましたか。

SSD 交換手順

ステップ 1  

クラスタの別の APIC から、SSD が取り替えられる APIC を解放 して下さい。

a -メニューバーで、システム > コントローラを選択して下さい。

b -ナビゲーションペインでは、ノードによって見られるようにコントローラ >

https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/technote-of-the-day-how-to-find-what-configuration-values-were/ta-p/3162319
https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/technote-of-the-day-how-to-find-what-configuration-values-were/ta-p/3162319


apic_controller_name > クラスタを拡張して下さい。 APIC_controller_name に関しては、解放 さ
れて いない APIC コントローラを規定 して下さい。

c -作業ペインでは、クラスタが続くことを前に十分に合うことをアクティブ コントローラ 要約
テーブルの正常性状態が示すことを確認して下さい。

d -同じ作業ペインで、コントローラを解放 されるために選択し、Action を > 解放 しますクリッ
クして下さい。

e - 『Yes』 をクリック して下さい。 解放 された コントローラ ディスプレイはオペレーショナ
ル ステート カラムで登録を解除しました。 コントローラはそれから奪取 された Out Of Service
で、作業ペインでもはや目に見えます。

APIC GUI 4.1(2g)

ステップ 2  

物理的に古い SSD を、もしあれば取除き、新しい SSD を追加して下さい。

手順 3  

Cisco IMC では、最近インストール済み SSD を使用して RAID ボリュームを作成して下さい。



CIMC リリース 3.0(4) に関してはまたはより新しい

  a - Cisco IMC へのログイン。

  b -トグル ナビゲーション（左上コーナー）を用いる CIMC メニューを、ストレージ、Cisco
12G SAS モジュラ侵略コントローラ拡張して下さい

Cisco IMC 3.0(4d)

  c - （選択可能）構成を『CLEAR』 をクリック し、『OK』 を選択 して下さい

  d -未使用物理ドライブからの仮想ドライブを『Create』 をクリック して下さい

Cisco IMC 3.0(4d)

  e - RAID レベルはドロップダウン リストから、0 を選択します

  f -ドライブ グループを作成し、物理ドライブを選択し、ドライブ グループに移動して下さい

  g -仮想ドライブ Properties は、仮想ドライブを『Create』 を選択 します



Cisco CIMC 3.0(4d)

  h -まだストレージで、Cisco 12G SAS モジュラ侵略コントローラは、仮想ドライブ ヒントを選
択します

  I - RAID 0 が、それを選択するように RAID レベルが付いている仮想ドライブを、そしてクリッ
クしますファーストに先行している Initialize 初期化しますドロップするから識別すれば選択して
VD を初期化して下さい

Cisco CIMC 3.0(4d)

CIMC 前のリリースに関しては 3.0(4)

  a - Cisco IMC へのログイン。

  b -ストレージ > 物理ドライブを選択して下さい。 新たに追加された物理ドライブを選択して下



さい。

  c -選択可能なら）ストレージ > コントローラ ドライブ 情報を選択し、外部構成を『CLEAR』
をクリック して下さい（。

  d - 『OK』 をクリック して下さい。

  e -ストレージ コントローラ ドライブ 情報を選択し、未使用物理ドライブからの仮想ドライブを
『Create』 をクリック して下さい。

Cisco IMC 2.0(9c)

  f -侵略レベル ドロップダウン リストから 0 を選択して下さい。

  g -仮想ドライブを『Create』 をクリック して下さい。

Cisco IMC 2.0(9c)



  h -新しく作成された仮想ドライブを選択し、初期化しますクリックして下さい。

  I -初期化型をドロップダウン リストから選択し、ファーストを初期化しますクリックして下さ
い。

Cisco IMC 2.0(9c)

ステップ 4  

Cisco IMC では、仮想 なメディアを使用して APIC イメージをインストールして下さい。 このス
テップでは、SSD は配分され、APIC ソフトウェアは HDD でインストールされています。

注： Cisco APIC リリース 4.x またはそれ以降の新しいインストールに関しては、Cisco APIC イ
ンストールを参照し、アップグレードし、ガイドをダウングレード。

   a - Cisco IMC vMedia 機能性を使用して APIC .iso イメージをマウントして下さい。

   b -ブートか電源の再投入 APIC コントローラ。



Cisco IMC 3.0(4d)

   c -ブートプロセスの間に一度だけブート デバイスとして Cisco によって vKVM マッピング さ
れる vDVD を選択するために F6 を押して下さい。 BIOS パスワードを入力するために必要とす
ることができます。 デフォルトパスワードは「パスワード」です。

Cisco IMC 3.0(4d)



Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)



Cisco IMC 3.0(4d)

   d -最初の bringup の間に、設定 スクリプトは動作します。 APIC ソフトウェアの最初の設定を
行う画面上の手順に従って下さい。 情報を集められた使用して下さいまたは日の Technote を開
始する前のチェックリストで使用して下さい: どんな設定が評価するか見つける方法 APIC1 のセ
ットアップの間に使用されましたか。

Cisco IMC 3.0(4d)

   e -インストールが完了した後、仮想 なメディアがマウントする非 MAP。

https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/technote-of-the-day-how-to-find-what-configuration-values-were/ta-p/3162319
https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/technote-of-the-day-how-to-find-what-configuration-values-were/ta-p/3162319


Cisco IMC 3.0(4d)

ステップ5  

クラスタの APIC から、解放 された APIC を依託して下さい。

   a -クラスタの一部である他のどの APIC も選択して下さい。 メニューバーから、システム > コ
ントローラを選択して下さい。

   b -ナビゲーションペインでは、ノードによって見られるようにコントローラ >
apic_controller_name > クラスタを拡張して下さい。 apic_controller_name に関しては、クラスタ
の一部であるアクティブ コントローラを規定 して下さい。

   c -作業ペインから、ディスプレイがオペレーショナル ステート カラムで登録を解除した解放
された コントローラをクリックして下さい。

   d -作業ペインから、Action > 稼働をクリックして下さい。

   e -確認のダイアログ ボックスで、『Yes』 をクリック して下さい。



APIC GUI 4.1(2g)

依託されたコントローラは完全範囲として正常性状態および利用可能ようにオペレーショナル ス
テートを表示する。 コントローラは今作業ペインで目に見えるはずです。

Field Notice/不具合参照

Field Notice： FN - 64329 -ソリッド ステート ドライブの高いパーセント稼働率の後の APIC
SSD 劣化-利用可能 な ハードウェア アップグレード

ソリッド ステート ドライブの高いパーセント稼働率の後の APIC SSD 劣化 | エラー F2730

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/field-notices/643/fn64329.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/field-notices/643/fn64329.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc84794
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc84794
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