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概要

Cisco Unified Computing System （UCS）デバイスは RAID ハードウェアおよび関連ドライブで
冗長性を提供し、単一記憶域との OS を示す論理ボリュームを設定するために設定されます。 こ
の資料はステップをに記述したものです:

既存の Sourcefire ソフトウェアインストーレーションをバックアップして下さい●

既存の記憶媒体を取除き、取り替えて下さい●

RAID コントローラを再構成して下さい●

ストレージ ハードウェアを再構成して下さい●

オペレーティング システムを再インストールして下さい●

バックアップを復元する●

前提条件

ハードウェア要件

この資料の手順は適当な on Cisco FireSIGHT Management Center FS2000 および FS4000 モデ
ルです。

この資料は特定のラボ 環境にあるデバイスを使用して作成されます。 このドキュメントで使用す
るすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワ
ークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

手順



ステップ 1： 現在のコンフィギュレーションおよびデータをバックアップして下さ
い

1.1。  UMS のための Web ユーザ ユーザー・インターフェース（別名 GUI）にログインして下さ
い。

1.2。  システム > ツール > バックアップ/復元にナビゲート して下さい。

1.3。  防御センター バックアップをクリックして下さい。 バックアップ管理ページは提示されま
す。

1.4 バックアップに Name フィールドの名前をつけて下さい。

1.5 バックアップコンフィギュレーションおよびバックアップ イベントが選択されることを確か
めて下さい。

1.6 Start Backup ボタンをクリックして下さい。

ヒント： バックアップ アーカイブは /var/sf/backups にある tar.gz ファイルです。
システムがフォーマットし直され、インストールされている間、安全な場所にバックアップ
をコピーするのに SCP か他のネットワーク ユーティリティを使用して下さい。

ステップ 2.既存の記憶媒体を取除き、取り替えて下さい

注: 既にドライブそりにインストールされる置換 ドライブを受け取る場合この手順は必要で
はないです: ちょうどドライブと来たそりを使用して下さい

2.1。  システムを停止させ、電源を切って下さい。

2.2。  システムは 2 つの行で設定される 6 つのドライブで設定する必要があります。 一つずつリ
リース捕獲物を弱め、ドライブを取除くためにハンドルを外側に回して下さい。



2.3。  ドライブそりからのドライブのねじを抜いて下さい。 取除くべきスレッド接着剤と保護さ
れる 4 つのネジがあります。 ネジは取除き幾分にくくないですかもしれません。

図： 4 つのプラス ネジはそりにドライブを保護します: 両方の側で 2。

注: SSD を取り替えることは上記のオペレーションの反転です。 SSD は ¼ 太ケーブルのま



わりに一般にあり、そりの底に休息します。 

2.5。  ドライブがそりで上向きであり、電源およびデータ接続がロック レバーの反対のそりの後
部に、直面していることを確かめて下さい。 ロック レバーにシャーシにつかまえ、安全にバック
プレーンにそれを接続するシステムにドライブを引っ張るフックがあります。 ドライブはラッチ
フックがレバーを閉じる前に十分に実行されない場合完全につけることができません。

ステップ 3. RAID コントローラを再構成して下さい

3.1。  システムに電源投入し、Ctrl+H  WebBIOS を表示するために押すために示すメッセージ
を表示するために RAID BIOS を待って下さい。 これは RAID コントローラ用の Configuration 画
面です。 システムが POST および Ctrl+H で押されたら行われれば、次の画面は下記のように
表示されます:

3.2。  RAID設定を始めるために『Start』 をクリック して下さい。

3.3。  現在の RAID設定を次のように表示できます:

3.4。  このシステムは健全な RAID と作動中です。 オリジナル ドライブが既に交換されている場
合、仮想ドライブは抜けて、ドライブは未設定ように示します。 この場合現在のコンフィギュレ



ーションは取除かれ、再構成されます。 いずれにしても、プロセスを始めるためにウィザードを
『Configuration』 をクリック して下さい。

3.5。  設定を『New』 を選択 し、『Next』 をクリック して下さい。

3.6。  プロンプト表示された場合、現在のコンフィギュレーションを削除するために『Yes』 を
選択 して下さい:

3.7。  『Manual Configuration』 を選択 し、『Next』 をクリック して下さい:

3.8。  左の 6 つのドライブを選択して下さい。 コントロール キーおよびマウス



（Ctrl+Click）を 6 つのドライブをすべて選択するのに使用できます。 マウスがない場合、各
ドライブはタブを使用してナビゲートするためにおよび矢印キーおよびボタンをアクティブにす
る入力 キー一つずつ選択され、追加する必要があります。 選択されてボタンを配列するためにす
べての 6 つのドライブが追加をクリックして下さい。

3.9。  ドライブを選択した後画面は下記のキャプチャのように見える必要があります。 受諾 DG
ボタンを確定しましたドライブ選択を押して下さい。

3.10。  この場合自由な仮想デバイスは示されています。 SPAN に『Add』 をクリック し、『
Next』 をクリック して下さい。



3.11。  Next 画面は RAID 特定の設定が行われるところです。

注: 右ウィンドウで、テキスト LD:  RAID 各 RAID レベルのために必要とされるサイズ
を表示します。 RAID 6 は望ましい設定であり、表示されるサイズは 3.4888 TB です。 こ
のサイズは下記に示されているように選定されたサイズ フィールドに入る必要があります
。

3.12。  画面の他の設定はすべて上で必要があります変えないでおく示します。 『Accept』 を押
して下さい。 バッテリー バックアップに関するメッセージは表示されましたり、続くためにメッ
セージを確認します。 仮想ドライブが下記に示されているようにリストされているとき、質問保
存にこの設定を『Next』 を押して下さい、『Accept』 をクリック して下さい、『Yes』 をクリ
ック して下さい。



3.13。  警告メッセージがデータすべてがドライブで失われることを示すために、『Yes』 をクリ
ック します現れます。

3.14。  RAID プロセスは完了しました、終了し、『Yes』 を押すためにツールバーのドア アイコ
ンをクリックします。

3.15。  プロセスを完了するためにリブートして下さい。

ステップ 4.フラッシュ ストレージ ハードウェアを再構成して下さい

注: UCS システムにシステムの復元パーティションとして Firepower インストールによって
使用する内部 USB フラッシュ ドライブがあります。 このデバイスは時々システムから「
切り離し」、Firepower インストールによって検出されないかもしれませんなります。 

注: 次のプロセスは Cisco Integrated Management Controller への SSH アクセスを必要とし
ます（CIMC）。 CIMC 設定はこの資料の範囲を超えてあります。

4.1。  セキュア シェル（SSH）によって CIMC およびのログインにアクセスして下さい。 アク
セスしたいと思うとき CIMC の IP アドレスを使用して下さい。

localhost:~$ ssh admin@192.0.2.1

admin@192.0.2.0's password:

CIMC#

4.2。   スコープに変更して下さい:



CIMC# scope chassis

CIMC/chassis#

4.3。  flexflash コントローラのステータスをチェックして下さい:

CIMC/chassis# show flexflash

Controller Product Name Has Error Firmware Version Vendor Internal State ------------ ----------

------ ---------- ----------------- -------- --------------- FlexFlash-0 Cisco FlexFlash No 1.2

build 258 Cypress Connected

この例では、flexflash 状態は接続されるように示します。 それが切断された示す場合、flexflash
パーティションをリセットする次のコマンドを使用して下さい。

4.4。  flexflash スコープに変更し、reset コマンドを実行して下さい:

CIMC/chassis# scope flexflash FlexFlash-0

CIMC/chassis/flexflash# reset-partition-defaults SLOT-1

This action will mark the SLOT-1 as healthy primary slot and SLOT-2 (if card existing) as

unhealthy secondary-active. This operation may disturb the host connectivity as well.

Continue?[y|N] y

flexflash 状態がように今示していることを確認するためにステータスを再度チェックして下
さい。 ユニットはオペレーティング システムを再インストールして現在準備ができています。

ステップ 5.オペレーティング システムを再インストールして下さい

システムを再インストールするために、CIMC インターフェイスにナビゲート して下さい。 この
インターフェイスはに使用されます:

システムのドライブに ISO イメージをマップして下さい●

ISO イメージを使用してシステムをリブートして下さい●

インストーラによって相互に作用して下さい●

5.1。  選択のリリースのための ISO インストールメディアを得、確かめて下さい CIMC Webイン
ターフェイスを実行しているシステムからアクセス可能であることを。

5.2。  Webブラウザを使用してインターフェイスにアクセスするために CIMC IP アドレスにナビ
ゲート して下さい:



5.3。  KVM Console アイコンをクリックして下さい。

注: KVM をきちんと使用するためにクライアント オペレーティング システムおよびブラウ
ザで正しく設定された Java がある必要があります。 

5.4。  Java の使用についての相次いで警告をぽんと鳴らす複数の警告ボックスが、それぞれに続
くためにアプリケーション等を肯定的に応答するプロンプト ダウンロードしているそれあります
。 

5.6。  バーチャル KVM Console ウィンドウが表示されます。 メニューバー クリックの上でバー
チャル Media メニューは、仮想デバイスを『Activate』 を選択 し。

5.7。  この場合 CD/DVD を『Map』 をクリック して下さい。 ファイル ブラウザウィンドウは現
われます。 ISO インストールメディアの位置にナビゲート し、ISO を選択して下さい。 マップ
CD/DVD オプションを見ない場合、前の手順の仮想デバイスを『Activate』 を選択 したことを確
かめて下さい。

注: マッピング オプションはアクティブにされるまで目に見えるではないです。

5.8。  次にデバイスを『Map』 をクリック して下さい。



5.9。  この場合電源メニューで、『Reset System』 を選択 して下さい（ウォーム ブート）。

5.10。  Cisco スプラッシュ ロゴが現われたら <F6> システム ブート メニューが表示されるため
に押し始めて下さい。 下記にのような…見るまで <F6> 数秒ごとに一度押して下さい:

5.11。  ブート メニューを見たら、Cisco  vKVM  vDVD1.22 分類される項目を選択し、『
Enter』 を押して下さい。 システムは ISO インストールメディアから今起動します。



インストールはここから簡単、されます 3 つの質問をです:

確実ならインストールしたいと思います●

ネットワークおよびライセンス設定を削除したいと思えば●

あります本当にシステムおよびインストールを拭きたいと思う●

ドライブを再構成する場合、ライセンスおよびネットワーク設定まで保存することを何もありま
せん従ってすべての 3 つの質問への返事はうまくあります。

ステップ 6.バックアップを復元する

環境のために普通ようにアプライアンスのネットワーク設定を設定して下さい。

6.1。  システム > ツール > バックアップ/復元にナビゲート して下さい。

6.2。  バックアップを『Upload』 を選択 して下さい。



注: バックアップ ファイルは Web ユーザ ユーザー・インターフェースを使用しているシス
テムに利用可能である必要があります。

6.3。  バックアップ アーカイブに参照し、それを選択して下さい。

6.4。  アップ ロード Backup ボタンを選択して下さい。 アップロードされて、バックアップは防
御センター バックアップ リストで利用可能であるはずです。

6.5。  チェックボックスを選択し、『Restore』 をクリック して下さい。

注: 両方を復元するたいそれイベントおよび設定を両方チェックすることを忘れないでいて
下さい。
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