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自己暗号化ドライブ（フルディスク暗号化）
Cisco IMCは、自己暗号化ドライブ（SED）をサポートしています。ドライブ内の特別なハード
ウェアがリアルタイムで入力データを暗号化し、出力データを復号します。この機能は、フル

ディスク暗号化（FDE）とも呼ばれます。

ドライブ上のデータは、ドライブに入力される際に暗号化され、出力される際に復号されます。

ただし、ドライブをロックしている場合は、データを取得するためにセキュリティキーは必要あ

りません。

ドライブがロックされると、暗号化キーが内部で作成され保存されます。このドライブに保存さ

れているすべてのデータは、そのキーを使用して暗号化され、暗号化された形式で保存されます。

データをこのように保存すると、データを非暗号化してドライブから取得するためにセキュリティ

キーが必要になります。ドライブのロックを解除すると、その暗号化キーが削除され、保存され

たデータは使用できなくなります。これは、SecureEraseと呼ばれます。FDEは、キー IDとセキュ
リティキーで構成されます。

FDE機能は次の操作をサポートしています。

•コントローラでのセキュリティの有効化および無効化

•セキュアな仮想ドライブの作成

•非セキュアなドライブグループの保護

•外部の設定ドライブのロック解除
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•物理ドライブ（JBOD）でのセキュリティの有効化

•セキュアな SEDドライブのクリア

•セキュアな外部設定のクリア

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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

この時点で、RAIDレベル、使用する物理ドライブ、ド
ライブのフルディスク暗号化をイネーブルにするサイ

Server
/chassis/storageadapter #
create virtual-drive

ステップ 3   

ズ、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。

フルディスク暗号化をイネーブルにすると、

ドライブが保護されます。

（注）

既存の仮想ドライブが表示されます。Server
/chassis/storageadapter #
show virtual-drive

ステップ 4   

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, 10, 50 --> 1

Please choose from the following 10 unused physical drives:
ID Size(MB) Model Interface Type
1 571776 SEAGATE SAS HDD
2 571776 SEAGATE SAS HDD
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4 571776 SEAGATE SAS HDD
5 428672 SEAGATE SAS HDD
6 571776 SEAGATE SAS HDD
7 571776 SEAGATE SAS HDD
8 571776 SEAGATE SAS HDD
9 428672 SEAGATE SAS HDD
10 571776 SEAGATE SAS HDD
11 953344 SEAGATE SAS HDD

Specify physical disks for span 0:
Enter comma-separated PDs from above list--> 1,2
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' --> 10 GB

Optional attribute:

stripsize: defaults to 64K Bytes

0: 8K Bytes
1: 16K Bytes
2: 32K Bytes
3: 64K Bytes
4: 128K Bytes
5: 256K Bytes
6: 512K Bytes
7: 1024K Bytes

Choose number from above options or hit return to pick default--> 2
stripsize will be set to 32K Bytes (6 and 'strip-size\:32k')

Disk Cache Policy: defaults to Unchanged

0: Unchanged
1: Enabled
2: Disabled

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Disk Cache Policy will be set to Unchanged (0 and 'disk-cache-policy\:unchanged'

)

Read Policy: defaults to No Read Ahead

0: No Read Ahead
1: Always

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Read Policy will be set to No Read Ahead (0 and 'read-policy\:no-read-ahead')

Write Policy: defaults to Write Through

0: Write Through
1: Write Back Good BBU
2: Always Write Back

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Write Policy will be set to Write Through (0 and 'write-policy\:write-through')

IO Policy: defaults to Direct I/O

0: Direct I/O
1: Cached I/O

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
IO Policy will be set to Direct I/O (0 and 'io-policy\:direct-io')

Access Policy: defaults to Read Write

0: Read Write
1: Read Only
2: Blocked

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Access Policy will be set to Read Write (0 and 'access-policy\:read-write')
Enable SED security on virtual drive (and underlying drive group)?
Enter y or n--> y
Virtual drive and drive group will be secured
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New virtual drive will have the following characteristics:
- Spans: '[1.2]'
- RAID level: '1'
- Name: 'test_v_drive'
- Size: 10 GB
- stripsize: 32K Bytes
- Disk Cache Policy: Unchanged
- Read Policy: No Read Ahead
- Write Policy: Write Through
- IO Policy: Direct I/O
- Access Policy: Read Write
- Encryption: FDE

OK? (y or n)--> y

Server /chassis/storageadapter # show virtual-drive
Virtual Drive Health Status Name Size RAID Level
Boot Drive
------------- -------------- -------------------- ---------------- ---------- ----------
----------
0 Good Optimal 150528 MB RAID 0
false
1 Good Optimal 20480 MB RAID 0
true
2 Good Optimal 114140 MB RAID 0
false
3 Good Optimal test_v_drive 10000 MB RAID 1
false
4 Good Optimal new_from_test 500 MB RAID 1
false

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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

この時点で、使用する仮想ドライブに関する情報、

新しい仮想ドライブのサイズと書き込みポリシーに

Server /chassis/storageadapter
# carve-virtual-drive

ステップ 3   

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。
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目的コマンドまたはアクション

既存の仮想ドライブが表示されます。Server /chassis/storageadapter
# show virtual-drive

ステップ 4   

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)
----------------------------------------------------------------
0 RAID0_12 0 100 MB Unknown 1,2

Please choose from the above list the virtual drive number
whose space the new virtual drive will share--> 0
New virtual drive will share space with VD 0

Please enter Virtual Drive name (15 characters maximum)--> test_v_drive
Please enter Virtual Drive size in MB, GB, or TB (maximum: Unknown)
Example format: '400 GB' --> 10 GB

Optional attributes:

stripsize: defaults to 64K Bytes
0: 8K Bytes
1: 16K Bytes
2: 32K Bytes
3: 64K Bytes
4: 128K Bytes
5: 256K Bytes
6: 512K Bytes
7: 1024K Bytes

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
stripsize will be set to 8K Bytes (4 and 'strip-size\:8k')

Disk Cache Policy: defaults to Unchanged
0: Unchanged
1: Enabled
2: Disabled

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Disk Cache Policy will be set to Unchanged (0 and 'disk-cache-policy\:unchanged')

Read Policy: defaults to No Read Ahead
0: No Read Ahead
1: Always

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Read Policy will be set to No Read Ahead (0 and 'read-policy\:no-read-ahead')

Write Policy: defaults to Write Through
0: Write Through
1: Write Back Good BBU
2: Always Write Back

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Write Policy will be set to Write Through (0 and 'write-policy\:write-through')

IO Policy: defaults to Direct I/O
0: Direct I/O
1: Cached I/O

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
IO Policy will be set to Direct I/O (0 and 'io-policy\:direct-io')

Access Policy: defaults to Read Write
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0: Read Write
1: Read Only
2: Blocked

Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
Access Policy will be set to Read Write (0 and 'access-policy\:read-write')

New virtual drive will have the following characteristics:
- It will share space with virtual drive 0
- Name: 'amit'
- Size: 10 GB
- stripsize: 8K Bytes
- Disk Cache Policy: Unchanged
- Read Policy: No Read Ahead
- Write Policy: Write Through
- IO Policy: Direct I/O
- Access Policy: Read Write

OK? (y or n)--> y
Server /chassis/storageadapter # show virtual-drive
Virtual Drive Health Status Name Size RAID Level
Boot Drive
------------- -------------- -------------------- ---------------- ---------- ----------
----------
0 Good Optimal 150528 MB RAID 0
false
1 Good Optimal 20480 MB RAID 0
true
2 Good Optimal 114140 MB RAID 0
false
3 Good Optimal test_v_drive 10000 MB RAID 1
false
4 Good Optimal new_from_test 500 MB RAID 1
false

Server /chassis/storageadapter #

外部設定のインポート
別のコントローラで以前に設定されている 1つ以上の物理ドライブがサーバにインストールされ
ると、それらは外部設定として識別されます。コントローラにこれらの外部設定をインポートで

きます。

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

処理の確認を求めるプロンプトが表示されま

す。確認のために yesを入力します。
Server /chassis/storageadapter #
import-foreign-config

ステップ 3   

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

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インポートする例を示し
ます。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # import-foreign-config
Are you sure you want to import all foreign configurations on this controller?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter #

外部設定ドライブのロック解除
セキュアなドライブグループをホストする物理ドライブのセットが別のサーバまたはコントロー

ラ（または、それらが存在しない間にセキュリティキーが変更された同じコントローラ）に挿入

されると、それらは外部設定になります。これらは保護されているため、外部設定をインポート

する前にロックを解除する必要があります。外部設定ドライブのロックを解除する方法を次の手

順で説明します。

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。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

プロンプトで、セキュリティキーを入力

し、確認プロンプトで yesと入力します。
Server /chassis/storageadapter #
unlock-foreign-configuration

ステップ 3   

（任意）

物理ドライブコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive 2

ステップ 4   

（任意）

ロックが解除された外部ドライブのステー

タスが表示されます。

Server
/chassis/storageadapter/physicsl-drive
# show detail

ステップ 5   
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次に、外部設定ドライブのロックを解除する例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # unlock-foreign-configuration
Please enter the security key to unlock the foreign configuration -> testSecurityKey
Server /chassis/storageadapter # import-foreign-config
Are you sure you want to import all foreign configurations on this controller?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 2
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 2:

Controller: SLOT-HBA
Health: Good
Status: Online
.
.
FDE Capable: 1
FDE Enabled: 1
FDE Secured: 1
FDE Locked: 0
FDE locked foreign config: 0

Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

外部設定のクリア

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。

重要

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

処理の確認を求めるプロンプトが表示されま

す。確認のために yesを入力します。
Server /chassis/storageadapter #
clear-foreign-config

ステップ 3   

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。

（注）
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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 #

JBOD のイネーブル化

一部のUCS Cシリーズサーバでのみ Just a Bunch of Disks（JBOD）をイネーブルにできます。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

選択したコントローラに対して JBODモー
ドをイネーブルにします。

Server /chassis /storageadapter #
enable-jbod-mode

ステップ 3   

次に、選択したコントローラに対して JBODモードをイネーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # enable-jbod-mode
Are you sure you want to enable JBOD mode?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server/chassis/storageadapter # show settings
PCI Slot SLOT-3:

Info Valid: Yes
Enable JBOD Mode: true

JBOD のディセーブル化

このオプションを使用できるのは一部の UCS Cシリーズサーバだけです。（注）

はじめる前に

選択したコントローラに対して JBODモードをイネーブルにする必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

選択したコントローラの JBODモードを
ディセーブルにします。

Server /chassis /storageadapter #
disable-jbod-mode

ステップ 3   

次に、選択したコントローラの JBODモードをディセーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # disable-jbod-mode
Are you sure you want to disable JBOD mode?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server/chassis/storageadapter # show settings
PCI Slot SLOT-3:

Info Valid: Yes
Enable JBOD Mode: false

ブートドライブのクリア

このタスクでは、コントローラのブートドライブ設定がクリアされます。このアクションは

元に戻せません。

重要

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

処理の確認を求めるプロンプトが表示されま

す。確認のために yesを入力します。
Server /chassis/storageadapter #
clear-boot-drive

ステップ 3   

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。

（注）
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次に、スロット 3にあるMegaRAIDコントローラ上のブートドライブ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-boot-drive
Are you sure you want to clear the controller's boot drive?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter #

JBOD でのセキュリティのイネーブル化
物理ドライブがBODである場合にのみ、そのドライブでセキュリティをイネーブルにできます。
次に、JBODでセキュリティをイネーブルにする手順を示します。

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。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

物理ドライブコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive 2

ステップ 3   

確認プロンプトに yesと入力します。Server /chassis/storageadapter #
enable-security-on-jbod

ステップ 4   

JBODでセキュリティをイネーブルにしま
す。

（任意）

物理ドライブの詳細が表示されます。

Server
/chassis/storageadapter/physicsl-drive
# show detail

ステップ 5   

次に、JBODでセキュリティをイネーブルにする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
savbu-stordev-dn1-2-cimc /chassis/storageadapter # scope physical-drive 2
server /chassis/storageadapter/physical-drive # enable-security-on-jbod
Are you sure you want to enable security on this JBOD?
NOTE: this is not reversible!
Enter 'yes' to confirm -> yes
server /chassis/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 2:

.

   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 2.0

12

ストレージアダプタの管理

JBOD でのセキュリティのイネーブル化



.
Status: JBOD
.
.
FDE Capable: 1
FDE Enabled: 1
FDE Secured: 1

server /chassis/storageadapter/physical-drive #

セキュアな物理ドライブのクリア
セキュアなドライブをクリアすると、FDEドライブはセキュアなドライブから非セキュアなドラ
イブに変換されます。このアクションを実行するには、物理ドライブのステータスを [Unconfigured
Good]にする必要があります。これによって、物理ドライブ上のデータが削除されます。セキュ
アな SED物理ドライブをクリアする方法を次の手順で説明します。

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。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

物理ドライブコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive 2

ステップ 3   

確認プロンプトに yesと入力します。Server
/chassis/storageadapter/physicsl-drive
# clear-secure-drive

ステップ 4   

これによって、セキュアなSED物理ドライ
ブがクリアされ、すべてのデータが失われ

ます。

（任意）

物理ドライブの詳細を表示します。

Server
/chassis/storageadapter/physicsl-drive
# show detail

ステップ 5   

次に、SED外部設定物理ドライブをクリアする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 2
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # clear-secure-drive
Are you sure you want to erase all data from this physical drive?
NOTE: this is not reversible! ALL DATA WILL BE LOST!!
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 2:

Controller: SLOT-HBA
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Health: Good
Status: Unconfigured Good
.
.
FDE Capable: 1
FDE Enabled: 0
FDE Secured: 0

Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

セキュア SED 外部設定物理ドライブのクリア
ロックされている外部設定フルディスク暗号化ドライブを非セキュアなロックされていないドラ

イブに変換します。これによって、物理ドライブ上のデータが削除されます。セキュアなSED外
部設定物理ドライブをクリアする方法を次の手順で説明します。

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。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

物理ドライブコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive 2

ステップ 3   

確認プロンプトに yesと入力します。Server
/chassis/storageadapter/physicsl-drive
# clear-secure-foreign-config-drive

ステップ 4   

これによって、セキュアなSED外部設定物
理ドライブがクリアされ、すべてのデータ

が失われます。

（任意）

物理ドライブの詳細を表示します。

Server
/chassis/storageadapter/physicsl-drive
# show detail

ステップ 5   

次に、SED外部設定物理ドライブをクリアする例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 2
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # clear-secure-foreign-config-drive
Are you sure you want to erase all data from this foreign-configuration physical drive?
NOTE: this is not reversible! ALL DATA WILL BE LOST!!
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 2:

Controller: SLOT-HBA
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Health: Good
Status: Unconfigured Good
.
.
FDE Capable: 1
FDE Enabled: 0
FDE Secured: 0
FDE Locked: 0
FDE Locked Foreign Config: 0

Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

コントローラの TTY ログの取得
このタスクは、コントローラの TTYログを取得し、それを /var/logの場所に配置します。こ
れにより、テクニカルサポートデータが要求された場合にこのログデータを確実に使用できる

ようになります。

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。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

Server /chassis/storageadapter #
get-tty-log

ステップ 3   

取得プロセスのステータスを表示します。Server /chassis/storageadapter #
show detail

ステップ 4   

コントローラの TTYログを取得するに
は 2～ 4分かかる場合があります。こ
のプロセスが完了するまで、テクニカ

ルサポートデータのエクスポートを開

始しないでください。

重要

次に、スロット 3のMegaRAIDコントローラの TTYログを取得する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # get-tty-log
Server /chassis/storageadapter # show detail
PCI Slot SLOT-3:
TTY Log Status: In progress (8192 bytes fetched)
Server /chassis/storageadapter # show detail
PCI Slot SLOT-3:
TTY Log Status: In progress (90112 bytes fetched)
Server /chassis/storageadapter # show detail
PCI Slot SLOT-3:
TTY Log Status: Complete (172032 bytes fetched)
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コントローラでのドライブセキュリティのイネーブル化

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

この時点で、セキュリティキーを入力するように求め

られますが、希望するセキュリティキーを入力するこ

Server /chassis/storageadapter
# enable-controller-security

ステップ 3   

とも、提案されているセキュリティキーを使用するこ

ともできます。希望するセキュリティキーを割り当て

る場合は、プロンプトでそのセキュリティキーを入力

します。

提案されたセキュリティキーを使用するか、希望のセ

キュリティキーを使用するかによって、該当するプロ

ンプトで y（yes）を入力して確認するか、n（no）を
入力して操作をキャンセルします。

ストレージドライブの詳細が表示されます。Server /chassis/storageadapter
# show detail

ステップ 4   

次に、コントローラでセキュリティをイネーブルにする例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # enable-controller-security
Use generated key-id 'UCSC-MRAID12G_FHH18250010_1d85dcd3'? (y or n)--> y
Use suggested security-key '6ICsmuX@oVB7e9wXt79qsTgp6ICsmuX@'? (y or n)--> n
Enter security-key --> testSecurityKey
Will use security-key 'testSecurityKey'
Server /chassis/storageadapter show detail
PCI Slot SLOT-HBA:

<stuff deleted>
Controller is Secured: 1

Server /chassis/storageadapter #
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コントローラでのドライブセキュリティのディセーブル

化

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

確認のプロンプトが表示されます。Server /chassis/storageadapter #
disable-controller-security

ステップ 3   

確認プロンプトで、yesと入力して確認するか、ま
たはn（no）を入力して操作をキャンセルします。

セキュリティキーを入力するための別のプロンプ

トが表示されます。セキュリティキーを入力しま

す。

これにより、コントローラのセキュリティがディ

セーブルになります。

ストレージドライブの詳細が表示されます。Server /chassis/storageadapter #
show detail

ステップ 4   

次に、コントローラでセキュリティをディセーブルにする例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # disable-controller-security
Note: this operation will fail if any secured drives are present.
Are you sure you want to disable security on this controller?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Please enter the controller's security-key -> testSecurityKey
savbu-stordev-dn1-2-cimc /chassis/storageadapter # show detail
PCI Slot SLOT-HBA:

<stuff deleted>
Controller is Secured: 0

Server /chassis/storageadapter #
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コントローラセキュリティ設定の変更

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

この時点で、現在のセキュリティキーを入力するよ

うに求められます。また、任意で、キー IDをリセッ
Server /chassis/storageadapter
# modify-controller-security

ステップ 3   

トするかどうかを選択したり、新しいセキュリティ

キーを選択することもできます。適切な情報を入力

します。

確認プロンプトで、y（yes）と入力して確認するか、
またはn（no）と入力して操作をキャンセルします。

次に、コントローラのセキュリティ設定を変更する例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # modify-controller-security
Please enter current security-key --> testSecurityKey
Keep current key-id 'UCSC-MRAID12G_FHH18250010_1d85dcd3'? (y or n)--> n
Enter new key-id: NewKeyId
Will change key-id to 'NewKeyId'
Keep current security-key? (y or n)--> y

Server /chassis/storageadapter #

セキュリティキー認証の確認
セキュリティキーがわからない場合は、次の手順を使用すると、入力したセキュリティキーがコ

ントローラのセキュリティキーと一致しているかどうかを確認できます。

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

プロンプトで、セキュリティキーを入力して、

Enterキーを押します。
Server /chassis/storageadapter #
verify-controller-security-key

ステップ 3   

コントローラのセキュリティキーと一致しない

セキュリティキーを入力した場合は、検証失敗

メッセージが表示されます。

次に、コントローラのセキュリティキーを確認する例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # verify-controller-security-key
Please enter the security key to verify -> WrongSecurityKey
verify-controller-security-key failed.
Error: "r-type: RAID controller: SLOT-HBA command-status: Lock key from backup failed
verification"
savbu-stordev-dn1-2-cimc /chassis/storageadapter #
savbu-stordev-dn1-2-cimc /chassis/storageadapter # verify-controller-security-key
Please enter the security key to verify -> testSecurityKey

Server /chassis/storageadapter #

仮想ドライブの削除

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。

重要

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

処理の確認を求めるプロンプトが表示されま

す。確認のために yesを入力します。
Server
/chassis/storageadapter/virtual-drive
# delete-virtual-drive

ステップ 4   

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。

（注）

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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

指定した仮想ドライブを初期化します。Server
/chassis/storageadapter/virtual-drive #
start-initialization

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（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。

Server
/chassis/storageadapter/virtual-drive #
cancel-initialization

ステップ 5   

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。

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
get-operation-status

ステップ 6   

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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

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。

Server /chassis/storageadapter #
set-boot-drive

ステップ 4   

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 2.0    

21

ストレージアダプタの管理

ブートドライブとしての設定



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 #

仮想ドライブの編集

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

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。

Server chassis /storageadapter # scope
virtual-drive drive number

ステップ 3   

現在のものとは異なるポリシーを選択す

るように求めるプロンプトが表示されま

す。

Server chassis /storageadapter
/virtual-drive # modify-attributes

ステップ 4   

指定した仮想ドライブの RAIDレベルを
指定します。

Server chassis /storageadapter
/virtual-drive# set raid-level value

ステップ 5   

指定した仮想ドライブに物理ドライブを

指定します。

Server chassis /storageadapter
/virtual-drive# set physical-drive value

ステップ 6   

次に、仮想ドライブを編集する例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter slot-3
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #set raid-level 1
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive *# physical-drive 1
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive* #commit
Server /chassis/storageadapter /virtual-drive # modify-attribute
Current write policy: Write Back Good BBU

0: Write Through
1: Write Back Good BBU
2: Always Write Back

Choose number from above options--> 0
The following attribute will be modified:
- Write Policy: Write Through
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OK? (y or n)--> y
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #

仮想ドライブの保護

このタスクでは、仮想ドライブがドライブグループの仮想ドライブのターゲット IDである場
合に、既存のドライブグループ内のすべての VDを保護します。

重要

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

処理の確認を求めるプロンプトが表示されま

す。確認のために yesを入力します。
Server
/chassis/storageadapter/virtual-drive
# secure-drive-group

ステップ 4   

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。

（注）

次に、仮想ドライブグループを保護する例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # secure-drive-group
This will enable security for virtual drive 16, and all virtual drives sharing this drive
group.
It is not reversible. Are you quite certain you want to do this?
Enter 'yes' to confirm -> yes
server /chassis/storageadapter/virtual-drive # show detail
Virtual Drive 16:

.

.
FDE Capable: 1
FDE Enabled: 1
.
.

server /chassis/storageadapter/virtual-drive #
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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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

仮想ドライブのコマンドモードを開始し

ます。

Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-drive 3

ステップ 3   

現在のものとは異なるポリシーを選択する

ように求めるプロンプトが表示されます。

Server
/chassis/storageadapter/virtual-drive #
modify-attributes

ステップ 4   

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.

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

専用ホットスペアが作成される仮想ドラ

イブの選択を求めるプロンプトが表示され

ます。

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive
# make-dedicated-hot-spare

ステップ 4   

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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope storageadapterslotステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

ステップ 3   

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
make-global-hot-spare

ステップ 4   

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。

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
get-operation-status

ステップ 5   

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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope storageadapterslotステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
prepare-for-removal

ステップ 4   
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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 #

物理ドライブのステータスの切り替え

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。

•コントローラは、JBODモードをサポートする必要があり、JBODモードはイネーブルにす
る必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

物理ドライブのコマンドモードを開始し

ます。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive 4

ステップ 3   

ドライブのステータスを Unconfigured
goodに変更します。

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
make-unconfigured-good

ステップ 4   

物理ドライブの JBODモードをイネーブ
ルにします。

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
make-jbod

ステップ 5   

次に、物理ドライブのステータスを切り替える例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 4
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 4:

Controller: SLOT-4
Health: Good
Status: JBOD
Boot Drive: true
Manufacturer: ATA
Model: ST500NM0011
Predictive Failure Count: 0
Drive Firmware: CC02
Coerced Size: 476416 MB
Type: HDD

Server /chassis/storageadapter/physical-drive # make-unconfigured-good
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Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 4:

Controller: SLOT-4
Health: Good
Status: Unconfigured Good
Boot Drive: true
Manufacturer: ATA
Model: ST500NM0011
Predictive Failure Count: 0
Drive Firmware: CC02
Coerced Size: 476416 MB
Type: HDD

Server /chassis/storageadapter/physical-drive # make-jbod
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 4:

Controller: SLOT-4
Health: Good
Status: JBOD
Boot Drive: true
Manufacturer: ATA
Model: ST500NM0011
Predictive Failure Count: 0
Drive Firmware: CC02
Coerced Size: 476416 MB
Type: HDD

コントローラのブートドライブとしての物理ドライブの

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。

•コントローラは、JBODモードをサポートする必要があり、JBODモードはイネーブルにす
る必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

物理ドライブのコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive 4

ステップ 3   

処理の確認を求めるプロンプトが表示されま

す。確認のために yesを入力します。
Server
/chassis/storageadapter/physical-drive
# set-boot-drive

ステップ 4   

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。

（注）
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次に、物理ドライブをコントローラのブートドライブとして設定する例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # show detail
PCI Slot SLOT-4:

Health: Good
Controller Status: Optimal
ROC Temperature: Not Supported
Product Name: MegaRAID 9240-8i (RAID 0,1,10,5)
Serial Number: SP23807413
Firmware Package Build: 20.11.1-0159
Product ID: LSI Logic
Battery Status: no battery
Cache Memory Size: 0 MB
Boot Drive: none
Boot Drive is PD: false
TTY Log Status: Not Downloaded

Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 4
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # set-boot-drive
Are you sure you want to set physical drive 4 as the boot drive?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # exit
Server /chassis/storageadapter # show detail
PCI Slot SLOT-4:

Health: Good
Controller Status: Optimal
ROC Temperature: Not Supported
Product Name: MegaRAID 9240-8i (RAID 0,1,10,5)
Serial Number: SP23807413
Firmware Package Build: 20.11.1-0159
Product ID: LSI Logic
Battery Status: no battery
Cache Memory Size: 0 MB
Boot Drive: 4
Boot Drive is PD: true
TTY Log Status: Not Downloaded

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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

ホットスペアプールからドライブを削

除します。

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
remove-hot-spare

ステップ 4   
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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 #

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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope storageadapterslotステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive #
undo-prepare-for-removal

ステップ 4   

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

バッテリバックアップユニットコマンド

モードを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
bbu

ステップ 3   

バッテリの自動学習サイクルをイネーブル

にします。

Server /chassis/storageadapter #
enable-auto-learn

ステップ 4   

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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

バッテリバックアップユニットコマンド

モードを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
bbu

ステップ 3   

バッテリの自動学習サイクルをディセーブ

ルにします

Server /chassis/storageadapter #
disable-auto-learn

ステップ 4   
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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
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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

バッテリバックアップユニットコマンド

モードを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
bbu

ステップ 3   

バッテリの学習サイクルを開始します。Server /chassis/storageadapter #
start-learn-cycle

ステップ 4   

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 # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-2
Server /chassis/storageadapter # scope bbu
Server /chassis/storageadapter/bbu # start-learn-cycle
Server /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。
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手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

物理ドライブコマンドモードを開始しま

す。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive 3

ステップ 3   

物理ドライブのロケータ LEDをイネーブ
ルまたはディセーブルにします。

Server
/chassis/storageadapter/physical-drive
# locator-led {on | off}

ステップ 4   

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 # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-2
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # locator-led on
Server /chassis/storageadapter/physical-drive* # commit
Server /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権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

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。

Server /chassis # scope
storageadapterslot

ステップ 2   

ストレージコントローラのログを表示し

ます。

Server /chassis/storageadapter # show
log

ステップ 3   

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
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Time Severity Description
---- -------- -------------
Fri March 1 09:52:19 2013 Warning Predictive Failure
Fri March 1 07:50:19 2013 Info Battery charge complete
Fri March 1 07:50:19 2013 Info Battery charge started
Fri March 1 07:48:19 2013 Info Battery relearn complete
Fri March 1 07:47:19 2013 Info Battery is discharging
Fri March 1 07:45:19 2013 Info Battery relearn started

Server /chassis/storageadapter #

   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 2.0

34

ストレージアダプタの管理

ストレージコントローラのログの表示


	ストレージ アダプタの管理
	自己暗号化ドライブ（フル ディスク暗号化）
	未使用の物理ドライブからの仮想ドライブの作成
	既存のドライブ グループからの仮想ドライブの作成
	外部設定のインポート
	外部設定ドライブのロック解除
	外部設定のクリア
	JBOD のイネーブル化
	JBOD のディセーブル化
	ブート ドライブのクリア
	JBOD でのセキュリティのイネーブル化
	セキュアな物理ドライブのクリア
	セキュア SED 外部設定物理ドライブのクリア
	コントローラの TTY ログの取得
	コントローラでのドライブ セキュリティのイネーブル化
	コントローラでのドライブ セキュリティのディセーブル化
	コントローラ セキュリティ設定の変更
	セキュリティ キー認証の確認
	仮想ドライブの削除
	仮想ドライブの初期化
	ブート ドライブとしての設定
	仮想ドライブの編集
	仮想ドライブの保護
	仮想ドライブの属性の変更
	専用ホット スペアの作成
	グローバル ホット スペアの作成
	削除するドライブの準備
	物理ドライブのステータスの切り替え
	コントローラのブート ドライブとしての物理ドライブの設定
	ホット スペア プールからのドライブの削除
	削除するドライブの準備の取り消し
	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
	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
	バッテリ バックアップ ユニットの学習サイクルの開始
	物理ドライブのロケータ LED の切り替え
	ストレージ コントローラのログの表示


