ストレージ アダプタの管理
この章は、次の項で構成されています。
• 未使用の物理ドライブからの仮想ドライブの作成 （2 ページ）
• 既存のドライブ グループからの仮想ドライブの作成 （5 ページ）
• トランスポート可能としての仮想ドライブの設定 （7 ページ）
• トランスポート可能としての仮想ドライブのクリア （9 ページ）
• 外部設定のインポート （10 ページ）
• 外部設定ドライブのロック解除 （12 ページ）
• 外部設定のクリア （13 ページ）
• JBOD のイネーブル化 （14 ページ）
• JBOD のディセーブル化 （14 ページ）
• ブート ドライブのクリア （15 ページ）
• JBOD でのセキュリティのイネーブル化 （16 ページ）
• セキュアな物理ドライブのクリア （17 ページ）
• セキュア SED 外部設定物理ドライブのクリア （18 ページ）
• コントローラのストレージ ファームウェア ログの取得 （20 ページ）
• 自己暗号化ドライブ（フル ディスク暗号化） （21 ページ）
• 仮想ドライブの削除 （28 ページ）
• 仮想ドライブの初期化 （29 ページ）
• ブート ドライブとしての設定 （30 ページ）
• 仮想ドライブの編集 （30 ページ）
• 仮想ドライブの保護 （31 ページ）
• 仮想ドライブの属性の変更 （33 ページ）
• 専用ホット スペアの作成 （34 ページ）
• グローバル ホット スペアの作成 （35 ページ）
• 削除するドライブの準備 （35 ページ）
• 物理ドライブのステータスの切り替え （36 ページ）
• 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 （38 ページ）
• ホット スペア プールからのドライブの削除 （39 ページ）
• 削除するドライブの準備の取り消し （40 ページ）
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• 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 （40 ページ）
• 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 （41 ページ）
• バッテリ バックアップ ユニットの学習サイクルの開始 （42 ページ）
• 物理ドライブのロケータ LED の切り替え （43 ページ）
• コントローラ設定のクリア （43 ページ）
• ストレージ コントローラの工場出荷時の初期状態への復元 （44 ページ）
• ストレージ コントローラのログの表示 （45 ページ）
• 物理ドライブの詳細の表示 （46 ページ）
• NVMe コントローラの詳細の表示 （47 ページ）
• NVMe 物理ドライブの詳細の表示 （48 ページ）
• SIOC NVMe ドライブの詳細の表示 （49 ページ）
• PCI スイッチの詳細の表示 （50 ページ）
• 特定の PCI スイッチの詳細の表示 （52 ページ）
• Flexible Flash コントローラの管理 （53 ページ）
• FlexUtil コントローラの管理 （68 ページ）
• Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ （82 ページ）

未使用の物理ドライブからの仮想ドライブの作成
始める前に
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 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 ス
ロット

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 # create
virtual-drive

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。確認をする場
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コマンドまたはアクション

目的
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。
（注）

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # show
virtual-drive

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。

既存の仮想ドライブが表示されます。

例
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
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
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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
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
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1

Good

Optimal

20480 MB

RAID 0

Good

Optimal

114140 MB

RAID 0

Good

Optimal

test_v_drive

10000 MB

RAID 1

Good

Optimal

new_from_test

500 MB

RAID 1

true
2
false
3
false
4
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
始める前に
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 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 ス
ロット

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 #
carve-virtual-drive

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。確認をする場
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 # show
virtual-drive

既存の仮想ドライブが表示されます。

例
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。
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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
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')
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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
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

10000 MB

RAID 1

500 MB

RAID 1

Server /chassis/storageadapter #

トランスポート可能としての仮想ドライブの設定
始める前に
• 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。
• 仮想ドライブをトランスポート可能にするには、仮想ドライブが最適な状態になっていな
ければなりません。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
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 ス 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。
ロット ID
ステップ 3 Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-drive ドライブ番号

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 仮想ドライブをトランスポート可能に設
# set-transport-ready {include-all |
定し、選択したプロパティを割り当てま
exclude-all | include-dhsp}
す。
選択した仮想ドライブをトランスポート
可能として設定するために使用する初期
化タイプを入力します。次のいずれかに
なります。
• exlude-all：専用ホット スペア ドラ
イブをすべて除外します。
• include-all：排他的に使用可能な専
用ホット スペア ドライブまたは共
有される専用ホット スペア ドライ
ブをすべて含めます。
• include-dhsp：排他的な専用ホット
スペア ドライブを含めます。
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 y を入力します。
（注）

仮想ドライブをトランスポー
ト可能として設定すると、そ
の仮想ドライブに関連付けら
れているすべての物理ドライ
ブが [削除準備完了（Ready to
remove）] として表示されま
す。

ステップ 5 （任意） Server
変更した仮想ドライブのプロパティを表
/chassis/storageadapter/virtual-drive # show 示します。
detail

例
次に、仮想ドライブ 5 をトランスポート可能に設定する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-HBA
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 5
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # set-transport-ready exclude-all
Since they belong to same drive group, all these virtual drives will be set to Transport
Ready - 0
Are you sure you want to proceed?[y|N]y
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # show detail
Virtual Drive 0:
Health: Good
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Status: Optimal
Visibility : Visible
Name: RAID0_124_RHEL
Size: 2858160 MB
Physical Drives: 1, 2, 4
RAID Level: RAID 0
Boot Drive: false
FDE Capable: 0
FDE Enabled: 0
Target ID: 0
Strip Size: 64 KB
Drives Per Span: 3
Span Depth: 1
Access Policy: Transport Ready
Cache Policy: Direct
Read Ahead Policy: None
Requested Write Cache Policy: Write Through
Current Write Cache Policy: Write Through
Disk Cache Policy: Unchanged
Auto Snapshot: false
Auto Delete Oldest: true
Allow Background Init: true
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #

トランスポート可能としての仮想ドライブのクリア
始める前に
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
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
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 ス 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。
ロット ID
ステップ 3 Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-drive ドライブ番号

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 4 Server /chassis/storageadapter/virtual-drive これにより、選択したトランスポート可
# clear-transport-ready
能な仮想ドライブが元の状態に戻されま
す。
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 y 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 5 （任意） Server
変更した仮想ドライブのプロパティを表
/chassis/storageadapter/virtual-drive # show 示します。
detail

例
次の例は、選択したトランスポート可能な仮想ドライブを元の状態に戻す方法を示し
ています。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-HBA
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 5
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # clear-transport-ready
Since they belong to same drive group, all these virtual drives will be moved out of
Transport Ready - 0
Are you sure you want to proceed?[y|N]y
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # show detail
Virtual Drive 0:
Health: Good
Status: Optimal
Visibility : Visible
Name: RAID0_124_RHEL
Size: 2858160 MB
Physical Drives: 1, 2, 4
RAID Level: RAID 0
Boot Drive: false
FDE Capable: 0
FDE Enabled: 0
Target ID: 0
Strip Size: 64 KB
Drives Per Span: 3
Span Depth: 1
Access Policy: Read-Write
Cache Policy: Direct
Read Ahead Policy: None
Requested Write Cache Policy: Write Through
Current Write Cache Policy: Write Through
Disk Cache Policy: Unchanged
Auto Snapshot: false
Auto Delete Oldest: true
Allow Background Init: true
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #

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。
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重要

次の 2 つのシナリオでは外部設定をインポートすることはできません。
1.

セキュアな仮想ドライブがリモート キーを使用してサーバ 1（設定のインポート元）で作
成され、ローカル キーを使用してサーバ 2（インポート先）で作成された場合。

2.

サーバ 2 が、サーバ 1 の KMIP サーバ クラスタの一部でない別の KMIP サーバで構成され
ている場合。

これらのシナリオで外部設定をインポートするには、サーバ 2 のコントローラ セキュリティを
ローカル キー管理からリモート キー管理に変更し、サーバ 1 の KMIP が設定されている同じ
クラスタから同じ KMIP サーバを使用します。
始める前に
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 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 ス
ロット

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 #
import-foreign-config

処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
れます。確認のために yes を入力しま
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。

例
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 #
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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。
始める前に
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 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 ス
ロット

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 #
unlock-foreign-configuration

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。

ステップ 4 （任意） Server /chassis/storageadapter #
scope physical-drive 2

物理ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 5 （任意） Server
/chassis/storageadapter/physicsl-drive #
show detail

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。

例
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
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.
.
FDE
FDE
FDE
FDE
FDE

Capable: 1
Enabled: 1
Secured: 1
Locked: 0
locked foreign config: 0

Server /chassis/storageadapter/physical-drive #

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。

始める前に
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 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 ス
ロット

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。確認のために yes を入力しま
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。

例
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
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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
（注）

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。
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 ス
ロット

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 #
enable-jbod-mode

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。

例
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
（注）

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。
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始める前に
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。
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 ス
ロット

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 #
disable-jbod-mode

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。

例
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
重要

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。

始める前に
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
ステップ 1 Server# scope chassis

目的
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ン

目的

ステップ 2 Server/chassis # scope storageadapter ス
ロット

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-boot-drive

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。
（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。

例
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。
始める前に
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
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 ス
ロット

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 2

物理ドライブ コマンド モードを開始し
ます。
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セキュアな物理ドライブのクリア

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter #
enable-security-on-jbod

確認プロンプトに yes と入力します。

ステップ 5 （任意） Server
/chassis/storageadapter/physicsl-drive #
show detail

物理ドライブの詳細が表示されます。

JBOD でセキュリティをイネーブルにし
ます。

例
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:
.
.
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。
始める前に
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
ステップ 1 Server# scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。
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セキュア SED 外部設定物理ドライブのクリア

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2 Server/chassis # scope storageadapter ス
ロット

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 2

物理ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physicsl-drive 確認プロンプトに yes と入力します。
# clear-secure-drive
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。
ステップ 5 （任意） Server
/chassis/storageadapter/physicsl-drive #
show detail

物理ドライブの詳細を表示します。

例
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
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。
始める前に
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 ス
ロット

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 2

物理ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physicsl-drive 確認プロンプトに yes と入力します。
# clear-secure-foreign-config-drive
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。
ステップ 5 （任意） Server
/chassis/storageadapter/physicsl-drive #
show detail

物理ドライブの詳細を表示します。

例
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
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 #
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コントローラのストレージ ファームウェア ログの取得

コントローラのストレージ ファームウェア ログの取得
このタスクでは、コントローラのストレージ ファームウェア ログを取得して /var/log 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。
始める前に
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 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 ス
ロット

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 #
get-storage-fw-log
ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # show detail 取得プロセスのステータスを表示しま
す。
重要

コントローラのストレージ
ファームウェア ログの取得に
は、2 ～ 4 分かかることがあり
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。

例
次に、スロット 3 の MegaRAID コントローラのストレージ ファームウェア 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-storage-fw-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
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自己暗号化ドライブ（フル ディスク暗号化）

PCI Slot SLOT-3:
TTY Log Status: Complete (172032 bytes fetched)

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、Secure Erase 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
• 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
デュアルまたは複数のコントローラの環境でコントローラ セキュリティを設定する場合に考慮
すべきシナリオ

（注）

デュアルまたは複数のコントローラの接続は一部のサーバでのみ使用できます。
コントローラのセキュリティは、個別に有効、無効、または変更できます。ただし、ローカル
キー管理とリモート キー管理は、サーバ上のすべてのコントローラに適用されます。したがっ
て、キー管理モードの切り替えを伴うセキュリティ アクションは慎重に行う必要があります。
両方のコントローラが安全で、コントローラの 1 つを別のモードに移動する場合は、もう一方
のコントローラでも同じ操作を実行する必要があります。
次の 2 つのシナリオを考えてみましょう。
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• シナリオ 1：キー管理はリモートに設定されています。両方のコントローラは安全で、リ
モート キー管理を使用します。ローカル キー管理に切り替える場合は、各コントローラ
のキー管理を切り替えて、リモート キー管理を無効にします。
• シナリオ2：キー管理はローカルに設定されています。両方のコントローラは安全で、ロー
カル キー管理を使用します。リモート キー管理に切り替える場合は、リモート キー管理
を有効にして、各コントローラのキー管理を切り替えます。
いずれかのコントローラでコントローラ セキュリティ方式を変更しないと、セキュアなキー管
理がサポートされていない設定状態になります。

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
始める前に
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 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 ス
ロット

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 #
enable-controller-security

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。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # show detail ストレージ ドライブの詳細が表示され
ます。
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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

例
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 #

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
始める前に
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 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 ス
ロット

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 #
disable-controller-security

確認のプロンプトが表示されます。
確認プロンプトで、yes と入力して確認
するか、n (no) と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。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # show detail ストレージ ドライブの詳細が表示され
ます。
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コントローラ セキュリティ設定の変更

例
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 #

コントローラ セキュリティ設定の変更
始める前に
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 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 ス
ロット

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 #
modify-controller-security

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、n (no) と入力して操作をキャ
ンセルします。

例
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。
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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。
始める前に
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 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 ス
ロット

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 #
verify-controller-security-key

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。
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。

例
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
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Server /chassis/storageadapter #

リモート キー管理からローカル キー管理へのコントローラ セキュリ
ティの切り替え
このタスクによって、コントローラ セキュリティをローカル管理からリモート管理に切り替え
たり、リモート管理からローカル管理に切り替えることができます。
始める前に
• 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。
• KMIP が有効である必要があります。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
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 ス ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。
ロット ID
ステップ 3 Server /chassis/storageadapter #
switch-to-local-key-mgmt

プロンプトで y と入力します。

ステップ 4 Server /chassis/server/storageadapter # key
id

プロンプトで新しい ID を入力します。
ローカル キー管理に切り替えます。

（注）

複数のコントローラがある場
合はそれらのセキュリティも
同様に切り替える必要があり
ます。

例
次に、コントローラ セキュリティをリモート キー管理からローカル キー管理へ切り
替える例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-HBA 1
Server /chassis/storageadapter # switch-to-local-key-mgmt
Executing this command will require you to disable remote key management once switch is
complete.
Do you want to continue(y or n)?y
Proceeding to switch to local key management.
Enter new security-key: test
Will change security-key to 'test'
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Switch to local key management complete on controller in SLOT-HBA.
***Remote key management needs to be disabled***
Please disable remote key management.
Server /chassis/server/storageadapter #

次のタスク
リモート キー管理からローカル キー管理に切り替えた後、必ず KMIP セキュア キー管理を無
効にしてください。

ローカル キー管理からリモート キー管理へのコントローラ セキュリ
ティの切り替え
このタスクによって、コントローラ セキュリティをローカル管理からリモート管理に切り替え
たり、リモート管理からローカル管理に切り替えることができます。
始める前に
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 chassis

目的
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 ス ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。
ロット ID
ステップ 3 Server /chassis/storageadapter #
switch-to-remote-key-mgmt

プロンプトで y と入力します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter # security id プロンプトでセキュリティ キーを入力
します。リモート キー管理に切り替え
ます。

例
次に、コントローラ セキュリティをローカル キー管理からリモート キー管理へ切り
替える例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-HBA 1
Server /chassis/server/storageadapter # switch-to-remote-key-mgmt
Changing the security key requires existing security key.
Please enter current security-key --> test
Switch to remote key management complete on controller in SLOT-HBA.
Server /chassis/server/storageadapter #
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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。

始める前に
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 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 ス
ロット

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。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/virtual-drive 処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
# delete-virtual-drive
れます。確認のために yes を入力しま
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。

例
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 #
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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。
始める前に
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 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 ス
ロット

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。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/virtual-drive 指定した仮想ドライブを初期化します。
# start-initialization
ステップ 5 Server /chassis/storageadapter/virtual-drive （任意）指定した仮想ドライブの初期化
# cancel-initialization
をキャンセルします。
ステップ 6 Server /chassis/storageadapter/physical-drive ドライブ上で処理中のタスクのステータ
# get-operation-status
スを表示します。

例
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 #
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ブート ドライブとしての設定
始める前に
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 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 ス
ロット

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。

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。

例
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
始める前に
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
ステップ 1 Server# scope chassis
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目的
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ン

目的

ステップ 2 Server/chassis # scope storageadapter ス
ロット

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。

ステップ 4 Server chassis /storageadapter /virtual-drive 現在のものとは異なるポリシーを選択す
# modify-attributes
るように求めるプロンプトが表示されま
す。
ステップ 5 Server chassis /storageadapter /virtual-drive# 指定した仮想ドライブの RAID レベルを
set raid-level value
指定します。
ステップ 6 Server chassis /storageadapter /virtual-drive# 指定した仮想ドライブに物理ドライブを
set physical-drive value
指定します。

例
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
OK? (y or n)--> y
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #

仮想ドライブの保護
重要

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。

ストレージ アダプタの管理
31

ストレージ アダプタの管理
仮想ドライブの保護

始める前に
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 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 ス
ロット

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。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/virtual-drive 処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
# secure-drive-group
れます。確認のために yes を入力しま
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。

例
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
始める前に
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 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 ス
ロット

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 3

仮想ドライブのコマンド モードを開始
します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/virtual-drive 現在のものとは異なるポリシーを選択す
# modify-attributes
るように求めるプロンプトが表示されま
す。

例
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 #
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専用ホット スペアの作成
始める前に
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 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 ス
ロット

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。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physical-drive 専用ホット スペアが作成される仮想ド
# make-dedicated-hot-spare
ライブの選択を求めるプロンプトが表示
されます。

例
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 #
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グローバル ホット スペアの作成
始める前に
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 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 ス
ロット

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。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physical-drive
# make-global-hot-spare
ステップ 5 Server /chassis/storageadapter/physical-drive ドライブ上で処理中のタスクのステータ
# get-operation-status
スを表示します。

例
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。
始める前に
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 ス
ロット

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。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physical-drive
# prepare-for-removal

例
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
始める前に
• 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
コマンドまたはアクション
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 # scope storageadapter ス
ロット

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 4

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

目的

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physical-drive ドライブのステータスを Unconfigured
# make-unconfigured-good
good に変更します。
ステップ 5 Server /chassis/storageadapter/physical-drive 物理ドライブの JBOD モードをイネーブ
# make-jbod
ルにします。

例
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
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
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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
始める前に
• 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
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 ス
ロット

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 4

物理ドライブのコマンド モードを開始
します。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physical-drive 処理の確認を求めるプロンプトが表示さ
# set-boot-drive
れます。確認のために yes を入力しま
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。

例
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
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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
始める前に
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 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 ス
ロット

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。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physical-drive ホット スペア プールからドライブを削
# remove-hot-spare
除します。

例
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
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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
始める前に
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 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 ス
ロット

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。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physical-drive
# undo-prepare-for-removal

例
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
始める前に
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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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

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 ス
ロット

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 bbu 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。
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。

例
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
始める前に
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 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 ス
ロット

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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バッテリ バックアップ ユニットの学習サイクルの開始

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3 Server /chassis/storageadapter # scope bbu 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。
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

例
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
始める前に
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 ス
ロット

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 bbu 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。
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。

例
次に、バッテリの学習サイクルを開始する例を示します。
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物理ドライブのロケータ LED の切り替え

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
始める前に
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 ス
ロット

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 3

物理ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physical-drive 物理ドライブのロケータ LED をイネー
# locator-led {on | off}
ブルまたはディセーブルにします。

例
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 #

コントローラ設定のクリア
始める前に
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。

ストレージ アダプタの管理
43

ストレージ アダプタの管理
ストレージ コントローラの工場出荷時の初期状態への復元

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

目的
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 ス ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。
ロット ID
ステップ 3 Server /chassis/storageadapter #
clear-all-config

プロンプトで yes と入力します。コン
トローラ設定をクリアします。

例
次に、コントローラ設定をクリアする例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-HBA 1
Server /chassis/storageadapter # clear-all-config
Are you sure you want to clear the controller's config and delete all VDs?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Enter administrative password to proceed with operation\n
Password -> Password accepted. Performing requested operation.
Server /chassis/storageadapter #

ストレージコントローラの工場出荷時の初期状態への復
元
始める前に
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
ステップ 1 Server # scope chassis

目的
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 ス ストレージ アダプタ コマンド モードを
開始します。
ロット ID
ステップ 3 Server /chassis/storageadapter #
set-factory-defaults
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プロンプトで yes と入力します。コン
トローラの設定パラメータを出荷時のデ
フォルトに復元します。

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

例
次に、コントローラの設定パラメータを出荷時のデフォルトに復元する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-HBA 1
Server /chassis/storageadapter # set-factory-defaults
This operation will restore controller settings to factory default values. Do you want
to proceed?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter #

ストレージ コントローラのログの表示
始める前に
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 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 ス
ロット

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 log

ストレージ コントローラのログを表示
します。

例
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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物理ドライブの詳細の表示
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 ス
ロット

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 2

物理ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physicsl-drive 物理ドライブの詳細を表示します。
# show detail

例
次に、物理ドライブの情報を表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 202
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 202:
Controller: SLOT-HBA
Info Valid: Yes
Info Invalid Cause:
Enclosure Device ID: 252
Device ID: 8
Drive Number: 202
Health: Good
Status: Online
Boot Drive: false
Manufacturer: ATA
Model: INTEL SSDSC2BB480G4
Predictive Failure Count: 0
Drive Firmware: 0370
Type: SSD
Block Size: 512
Physical Block Size: 4096
Negotiated Link Speed: 6.0 Gb/s
Locator LED: false
FDE Capable: 0
FDE Enabled: 0
FDE Secured: 0
FDE Locked: 0
FDE Locked Foreign Config: 0
Enclosure Association: Direct Attached
Enclosure Logical ID: N/A
Enclosure SAS Address[0]: N/A
Enclosure SAS Address[1]: N/A
Power Cycle Count: 106
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Power On Hours: 10471
Percentage Life Left: 100
Wear Status in Days: 1825
Percentage Reserved Capacity Consumed: 0
Time of Last Refresh : 2017-03-04 13:47
Operating Temperature: 34
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Interface Type: SATA
Block Count: 937703088
Raw Size: 457862 MB
Non Coerced Size: 457350 MB
Coerced Size: 456809 MB
SAS Address 0: 4433221108000000
SAS Address 1: 0x0
Power State: active

NVMe コントローラの詳細の表示
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 nvmeadapter

使用可能な NVMe アダプタを表示しま
す。

ステップ 3 Server /chassis/nvmeadapter # scope
nvmeadapter NVMe アダプタ名

選択した NVMe ダプタ コマンド モード
を入力します。

ステップ 4 Server /chassis/nvmeadapter # show detail NVMe コントローラの詳細を表示しま
す。

例
この例は、コントローラ情報を表示する方法を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show nvmeadapter
PCI Slot
---------------------------NVMe-direct-U.2-drives
PCIe-Switch
Server /chassis # scope nvmeadapter PCIe-Switch
Server /chassis/nvmeadapter # show detail
PCI Slot: PCIe-Switch
Health: Good
Drive Count: 8
Vendor ID: MICROSEM
Product ID: PFX 48XG3
Component ID: 8533
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Product Revision: RevB
P2P Vendor ID: f811
P2P Device ID: efbe
Running Firmware Version: 1.8.0.58-24b1
Pending Firmware Version: 1.8.0.58
Switch temperature: 49 degrees C
Switch status: Optimal
Link Status: Optimal
Server /chassis/nvmeadapter #

NVMe 物理ドライブの詳細の表示
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 nvmeadapter

使用可能な NVMe アダプタを表示しま
す。

ステップ 3 Server /chassis/nvmeadapter # scope
nvmeadapter NVMe アダプタ名

選択した NVMe ダプタ コマンド モード
を入力します。

ステップ 4 Server /chassis/nvmeadapter # show
nvme-physical-drive

使用可能な物理ドライブが表示されま
す。

ステップ 5 サーバ/シャーシ/nvmeadapter # scope
nvme-physical-drive 物理ドライブ番号

選択した物理ドライブ コマンド モード
を開始します。

ステップ 6 Server
/chassis/nvmeadapter/nvme-physical-drive
# show detail

NVMe 物理ドライブの詳細を表示しま
す。

例
次に、物理ドライブの情報を表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope nvmeadapter NVMe-direct-U.2-drives
Server /chassis/nvmeadapter # show nvme-physical-drive
Physical Drive Number Product Name Manufacturer Serial Number Temperature % Drive Life
Used Performance Level LED Fault status % Power on Hours
--------------------- ----- ------------ ------------- ----------- --------------------------------- ---------------- ---------------REAR-NVME-1
Ci... HGST
SDM00000E5EC 48 degre... 3
100
Healthy. Driv... 2
REAR-NVME-2
Ci... HGST
SDM00000DC90 47 degre... 2
100
Healthy
3
Server /chassis/nvmeadapter # scope nvme-physical-drive REAR-NVME-1
Server /chassis/nvmeadapter/nvme-physical-drive # show detail
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Physical Drive Number REAR-NVME-1:
Product Name: Cisco UCS (SN200) 2.5 inch 800 GB NVMe based PCIe SSD
Manufacturer: HGST
Serial Number: SDM00000E5EC
Temperature: 48 degrees C
% Drive Life Used: 3
Performance Level: 100
LED Fault status: Healthy. Drive is overused based on current write pattern
% Power on Hours: 2
Firmware Revision:
PCI Slot: REAR-NVME-1
Managed Id: 10
Controller Type: NVME-SFF
Controller Temperature: 48 degrees C
Fault State: 0
Throttle Start Temperature: 70 degrees C
Shutdown Temperature: 75 degrees C
Server /chassis/nvmeadapter/nvme-physical-drive #

SIOC NVMe ドライブの詳細の表示
その CMC に関連付けられている SIOC の NVMe ドライブを表示するために、特定の CMC の
スコープを設定する必要があります。

（注）

この機能は、一部の S シリーズ サーバでのみ使用できます。
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 cmc [1 | 2]

CMC コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/CMC # scope nvmeadapter NVMe アダプタ コマンド モードを開始
adapter name
します。
ステップ 4 Server /chassis/CMC/nvmeadapter # show
nvme-physical-drive detail

SIOC NVMe 物理ドライブの詳細を表示
します。

例
この例では、SIOC NVMe ドライブの詳細を表示する方法を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope cmc
Server /chassis/cmc # show detail
Firmware Image Information:
ID: 1

ストレージ アダプタの管理
49

ストレージ アダプタの管理
PCI スイッチの詳細の表示

Name: CMC1
SIOC PID: UCS-S3260-PCISIOC
Serial Number: FCH21277K8T
Update Stage: ERROR
Update Progress: OS_ERROR
Current FW Version: 4.0(0.166)
FW Image 1 Version: 0.0(4.r17601)
FW Image 1 State: BACKUP INACTIVATED
FW Image 2 Version: 4.0(0.166)
FW Image 2 State: RUNNING ACTIVATED
Reset Reason: ac-cycle
Secure Boot: ENABLED
Server /chassis # scope cmc 1
Server /chassis/cmc # scope nvmeadapter NVMe-direct-U.2-drives
Server /chassis/cmc/nvmeadapter # show nvme-physical-drive detail
Physical Drive Number SIOCNVMe1:
Product Name: Cisco 2.5 inch 1TB Intel P4501 NVMe Med. Perf. Value Endurance
Manufacturer: Intel
Serial Number: PHLF7303008G1P0KGN
Temperature: 39 degrees C
% Drive Life Used: 1
Performance Level: 100
LED Fault status: Healthy
Drive Status: Optimal
% Power on Hours: 8
Firmware Version: QDV1CP03
PCI Slot: SIOCNVMe1
Managed Id: 1
Controller Type: NVME-SFF
Controller Temperature: 39
Throttle State: 0
Throttle Start Temperature: 70
Shutdown Temperature: 80
Physical Drive Number SIOCNVMe2:
Product Name: Cisco 2.5 inch 500GB Intel P4501 NVMe Med. Perf. Value Endurance
Manufacturer: Intel
Serial Number: PHLF73440068500JGN
Temperature: 39 degrees C
% Drive Life Used: 1
Performance Level: 100
LED Fault status: Healthy
Drive Status: Optimal
% Power on Hours: 7
Firmware Version: QDV1CP03
PCI Slot: SIOCNVMe2
Managed Id: 2
Controller Type: NVME-SFF
Controller Temperature: 39
Throttle State: 0
Throttle Start Temperature: 70
Shutdown Temperature: 80
Server /chassis/cmc/nvmeadapter #

PCI スイッチの詳細の表示
この機能は、いくつかの C シリーズ サーバのみで使用可能です。

ストレージ アダプタの管理
50

ストレージ アダプタの管理
PCI スイッチの詳細の表示

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 pci-switch

システムで利用可能な PCI スイッチの
リストが表示されます。

ステップ 3 Server /chassis # show pci-switch detail

システムで利用可能な PCI スイッチの
詳細を表示します。

例
この例では、PCI スイッチの詳細を表示する方法を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # show pci-switch
Slot-ID
Product Name
------------------------- -------------------PCI-Switch-1
PEX 8764
PCI-Switch-2
PEX 8764
PCI-Switch-3
PEX 8764
PCI-Switch-4
PEX 8764
Server /chassis # show pci-switch detail
PCI SWITCH:
Slot-ID: PCI-Switch-1
Product Name: PEX 8764
Product Revision: 0xab
Manufacturer: PLX
Device Id: 0x8764
Vendor Id: 0x10b5
Sub Device Id: 0x8764
Sub Vendor Id: 0x10b5
Temperature: 43
Composite Health: Good
Adapter Count: 3
PCI SWITCH:
Slot-ID: PCI-Switch-2
Product Name: PEX 8764
Product Revision: 0xab
Manufacturer: PLX
Device Id: 0x8764
Vendor Id: 0x10b5
Sub Device Id: 0x8764
Sub Vendor Id: 0x10b5
Temperature: 43
Composite Health: Good
Adapter Count: 3
PCI SWITCH:
Slot-ID: PCI-Switch-3
Product Name: PEX 8764
Product Revision: 0xab
Manufacturer: PLX
Device Id: 0x8764
Vendor Id: 0x10b5
Sub Device Id: 0x8764
Sub Vendor Id: 0x10b5

Manufacturer
-------------------PLX
PLX
PLX
PLX

ストレージ アダプタの管理
51

ストレージ アダプタの管理
特定の PCI スイッチの詳細の表示

Temperature: 42
Composite Health: Good
Adapter Count: 3
PCI SWITCH:
Slot-ID: PCI-Switch-4
Product Name: PEX 8764
Product Revision: 0xab
Manufacturer: PLX
Device Id: 0x8764
Vendor Id: 0x10b5
Sub Device Id: 0x8764
Sub Vendor Id: 0x10b5
Temperature: 43
Composite Health: Degraded
Adapter Count: 3
C480-FCH2213WH02 /chassis #
Server /chassis/ #

特定の PCI スイッチの詳細の表示
この機能は、いくつかの C シリーズ サーバのみで使用可能です。
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 pci-switch

システムで利用可能な PCI スイッチの
リストが表示されます。

ステップ 3 Server/chassis # scope pci-switch
PCI-Switch Number

選択したスイッチの PCI スイッチ コマ
ンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/pci-switch # show detail

PCI スイッチの詳細を表示します。

ステップ 5 Server /chassis/pci-switch # show
adapter-list

PCI スイッチに存在する、アダプタの詳
細を表示します。

例
この例では、特定の PCI スイッチの詳細を表示する方法を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # show pci-switch
Slot-ID
Product Name
Manufacturer
------------------------- -------------------- -------------------PCI-Switch-1
PEX 8764
PLX
PCI-Switch-2
PEX 8764
PLX
PCI-Switch-3
PEX 8764
PLX
PCI-Switch-4
PEX 8764
PLX
Server /chassis # scope pci-switch PCI-Switch-1
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Server /chassis/pci-switch show detail
PCI SWITCH:
Slot-ID: PCI-Switch-1
Product Name: PEX 8764
Product Revision: 0xab
Manufacturer: PLX
Device Id: 0x8764
Vendor Id: 0x10b5
Sub Device Id: 0x8764
Sub Vendor Id: 0x10b5
Temperature: 43
Composite Health: Good
Adapter Count: 3
Server /chassis/pci-switch # show adapter-list
Slot
Link Status
Link Speed
Link Width
Status
-------------------- -------------------- -------------------- --------------------------------------GPU-3
up
8.0
16
Good
GPU-4
up
8.0
16
Good
12
up
8.0
16
Good
Server /chassis/pci-switch #

Flexible Flash コントローラの管理
Cisco Flexible Flash
M5 サーバでは、Flexible Flash コントローラはミニ ストレージ モジュール ソケットに挿入さ
れます。ミニ ストレージ ソケットはマザーボードの M.2 スロットに挿入されます。M.2 スロッ
トは SATA M.2 SSD スロットもサポートしています。

（注）

M.2 スロットは、このリリースでは NVMe をサポートしていません。
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。
Cisco IMC 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、Cisco IMC 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。
M.2 ドライブのインストールおよび設定の詳細については、次の URL にある C240 M5 サーバ
用の『Cisco UCS サーバ インストレーションおよびサービス ガイド』の「ストレージ コント
ローラに関する考慮事項（組み込み SATA RAID の要件）」および「M.2 用ミニストレージ
キャリア内の M.2 SSD の交換」のセクションを参照してください。
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https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/
products-installation-guides-list.html
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。

（注）

• バージョン 1.4(5e) から 1.5(4) 以降のバージョンにアップグレードする場合は、まずバー
ジョン 1.5(2) にアップグレードしてから、Cisco IMC の上位バージョンにアップグレード
する必要があります。
• すべての Cisco IMC ファームウェアのアップグレード後に、最新の Flex Flash ファームウェ
アをロードするには、Cisco Flexible Flash コントローラをリセットします。
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。
シナリオ

動作

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。
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シナリオ

動作

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。
• サーバに空の FlexFlash カードを追加し、最新バージョンにファームウェアをアップグレー
ドします。
• 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。
• 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。Cisco IMC GUI または Cisco IMC 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、Cisco
IMC GUI の [Reset Configuration] オプションを使用するか、Cisco IMC CLI で reset-config
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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。このシナ
リオでは、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 Cisco IMC 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、Cisco IMC 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。

C220 M5 および C240 M5 サーバの Flexible Flash コントローラ プロパティ
の設定
始める前に
• 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。
• 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 必須: Server /chassis # scope flexflash

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。

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 /chassis/flexflash/operational-profile スロット 1 の Cisco Flexible Flash カード
# set read-error-count- slot1-threshold
へのアクセス中に許可される読み取りエ
threshold
ラーの数を指定します。エラー数がこの
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。Cisco
IMC 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 5 Server /chassis/flexflash/operational-profile スロット 2 の Cisco Flexible Flash カード
# set read-error-count- slot2-threshold
へのアクセス中に許可される読み取りエ
threshold
ラーの数を指定します。エラー数がこの
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。Cisco
IMC 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 6 Server /chassis/flexflash/operational-profile スロット 2 の Cisco Flexible Flash カード
# set write-error-count-slot2-threshold
へのアクセス中に許可される書き込みエ
threshold
ラーの数を指定します。エラー数がこの
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。Cisco
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コマンドまたはアクション

目的
IMC 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。

ステップ 7 Server /chassis/flexflash/operational-profile 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。

例
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-err-count-slot1-threshold 9
Server /chassis/flexflash/operational-profile *# set read-err-count-slot2-threshold 10
Server /chassis/flexflash/operational-profile *# set write-err-count-slot1-threshold 11
Server /chassis/flexflash/operational-profile *# set write-err-count-slot2-threshold 12
Server /chassis/flexflash/operational-profile *# commit
Server /chassis/flexflash/operational-profile # show detail
FlexFlash Operational Profile:
Firmware Operating Mode: util
SLOT1 Read Error Threshold: 9
SLOT1 Write Error Threshold: 11
SLOT2 Read Error Threshold: 10
SLOT2 Write Error Threshold: 12

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。

始める前に
• 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。
• 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
ステップ 1 Server# scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 必須: 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

Cisco Flexible Flash コントローラをリ
セットします。

例
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 #

ミラー モードでの Flexible Flash コントローラ カードの設定
ミラー モードでコントローラ カードを設定します。
始める前に
• 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。
• 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 必須: Server /chassis # scope flexflash

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。
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 Server /chassis/flexflash #
configure-cards-mirror SLOT-1

目的
正常なプライマリとして SLOT-1 を設定
します。

ステップ 4 Enable auto sync(by default auto sync is スロット 1 のカードとスロット 2 のカー
disabled)?[y|N] プロンプトで y を入力し ドを同期します。
ます。
ステップ 5 Set Mirror Partition Name(Default name ミラー パーティションの名前を設定で
is Hypervisor)?[y|N] プロンプトで y を入 きるようにします。
力します。
ステップ 6 Enter Partition Name Mirror Partition
Name :Hypervisor プロンプトでミラー
パーティションの名前を入力します。

ミラー パーティションの名前を設定し
ます。

ステップ 7 Set Virtual Drive as non-removable
非リムーバブルとして VD を設定するこ
(Default is removable)?[y|N] プロンプト とができます。
で y を入力します。
次のメッセージが表示されます。
このアクションは、SLOT-1 を正常なプ
ライマリ スロットしてマークし、
SLOT-2 を非正常なセカンダリとして
マークします。
この操作は、ホスト接続を妨げる場合も
あります。
ステップ 8 Continue?[y|N]y プロンプトで y を入力 ミラー モードでカードを設定し、
SLOT-1 のカードをプライマリで正常な
します。
カード、SLOT-2 （カードが存在する場
合）を非正常なセカンダリのカードとし
て設定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 9 （任意） Server /chassis/flexflash # show 設定したカードのステータスを表示しま
physical-drive
す。
（注）

• カードが自動同期モード
で設定されており、それ
らのカードが同期してい
場合は、良好なカードと
不良なカードとの同期が
自動的に開始されます。
• カードが自動同期モード
で設定されており、1つの
カードが同期していない
場合は、良好なカードか
らの同期が自動的に開始
されます。
• サーバが 1 枚の自動ミ
ラーの正常なカードを使
用して実行している場合
に新しいカードが挿入さ
れると、新しいカード上
にメタデータが自動的に
作成され、自動ミラーが
設定されたカードから新
しいペアのカードへの
データ同期が開始されま
す。

例
次に、ミラー モードでコントローラ カードを設定する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash
Server /chassis/flexflash # configure-cards-mirror SLOT-1
Enable auto sync(by default auto sync is disabled)?[y|N]y
Set Mirror Partition Name(Default name is Hypervisor)?[y|N]y
Enter Partition Name Mirror Partition Name :HV
Set Virtual Drive as non-removable (Default is removable)?[y|N]y
This action will mark the SLOT-1 as healthy primary slot and SLOT-2 (if card existing)
as unhealthy secondary.
This operation may disturb the host connectivity as well.
Continue?[y|N]y
Server /chassis/flexflash # show detail
Controller FlexFlash-0:
Product Name: Cisco FlexFlash
Controller HW: FX3S
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Vendor: Cypress
Firmware Version: 1.3.2 build 159
Firmware Operating Mode: mirror
Firmware Configured Mode: mirror
Has Error: No
Error Description:
Internal State: Disconnected
Controller Status: OK
Cards Manageable: Yes
Startup Firmware Version: 1.3.2 build 159
Server /chassis/flexflash
Physical Drive Status
Sync Mode
--------------- -----------------SLOT-1
present
auto
SLOT-2
present
auto

# show physical-drive
Controller
Card Type

Card mode

Health

------------ ----------------- ----------------- ---------FlexFlash-0

FX3S configured

mirror-primary

healthy

FlexFlash-0

FX3S configured

mirror-secondary

unhealthy

Server /chassis/flexflash #

仮想ドライブの有効化
始める前に
• 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。
• 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 必須: Server /chassis # scope flexflash

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。

ステップ 3 必須: Server /chassis/ flexflash # scope
virtual-drive

指定したコントローラに対して仮想デバ
イス コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/flexflash/virtual-drive #
enable-vds "SCU HUU dlfd"

ホストに対して仮想ドライブをイネーブ
ルにします。

例
次に、仮想デバイスをホストに対してイネーブルにする例を示します。
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Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash
Server /chassis/flexflash # scope virtual-drive
Server /chassis/flexflash/virtual-drive # enable-vds "SCU HUU dlfd"
Server /chassis/flexflash/virtual-drive # show detail
Virtual Drive SCU:
VD ID: 1
Size: 2560 MB
VD Scope: Non-Raid
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Connected
Operation in progress: NA
Last Operation completion status:
Virtual Drive HUU:
VD ID: 2
Size: 1536 MB
VD Scope: Non-Raid
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Connected
Operation in progress: NA
Last Operation completion status:
Virtual Drive Drivers:
VD ID: 3
Size: 8192 MB
VD Scope: Non-Raid
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Not-Connected
Operation in progress: NA
Last Operation completion status:
Virtual Drive dlfd:
VD ID: 4
Size: 9952 MB
VD Scope: Non-Raid
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Connected
Operation in progress: NA
Last Operation completion status:
Virtual Drive dfdff:
VD ID: 5
Size: 30432 MB
VD Scope: Non-Raid
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Not-Connected
Operation in progress: NA
Last Operation completion status:

none

none

none

none

none

Server /chassis/flexflash/virtual-drive #
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仮想ドライブの消去
始める前に
• 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。
• 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 必須: Server /chassis # scope flexflash

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。

ステップ 3 必須: Server /chassis/ flexflash # scope
virtual-drive

指定したコントローラに対して仮想デバ
イス コマンド モードを開始します。

ステップ 4 Server /chassis/flexflash/virtual-drive #
erase-vds "SCU HUU"

FAT 32 の消去を開始します。

例
次に、仮想デバイスでデータを消去する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash
Server /chassis/flexflash # scope virtual-drive
Server /chassis/flexflash/virtual-drive # erase-vds "SCU HUU"
Server /chassis/flexflash/virtual-drive # show detail
Virtual Drive SCU:
VD ID: 1
Size: 2560 MB
VD Scope: Non-Raid
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Not-Connected
Operation in progress: Erasing
Last Operation completion status: none
Virtual Drive HUU:
VD ID: 2
Size: 1536 MB
VD Scope: Non-Raid
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Connected
Operation in progress: Erase-Pending
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Last Operation completion status: none
Virtual Drive Drivers:
VD ID: 3
Size: 8192 MB
VD Scope: Non-Raid
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Not-Connected
Operation in progress: NA
Last Operation completion status: none
Virtual Drive dlfd:
Server /chassis/flexflash/virtual-drive #

仮想ドライブの同期
始める前に
• 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。
• 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。
• カードは手動ミラー モードで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 chassis

シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 必須: Server /chassis # scope flexflash

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。

ステップ 3 必須: Server /chassis/ flexflash # scope
virtual-drive

指定したコントローラに対して仮想デバ
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
ステップ 4 Server /chassis/flexflash/virtual-drive #
sync-vds Hypervisor

目的
仮想ドライブを同期します。
（注）

• カードが自動同期モード
で設定されており、1つの
カードが同期していない
場合は、良好なカードか
らの同期が自動的に開始
されます。
• サーバが 1 枚の自動ミ
ラーの正常なカードを使
用して実行している場合
に新しいカードが挿入さ
れると、新しいカード上
にメタデータが自動的に
作成され、自動ミラーが
設定されたカードから新
しいペアのカードへの
データ同期が開始されま
す。

例
次に、仮想ドライブを同期する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash
Server /chassis/flexflash # scope virtual-drive
Server /chassis/flexflash/virtual-drive # sync-vds Hypervisor
Server /chassis/flexflash/virtual-drive # show detail
Virtual Drive Hypervisor:
VD ID: 1
Size: 30432 MB
VD Scope: Raid
VD Status: Degraded
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Not-Connected
Operation in progress: Syncing(Manual)10% done
Last Operation completion status: none
Server /chassis/flexflash/virtual-drive #
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FlexFlash ログの表示
始める前に
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。
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 Server# scope chassis

目的
シャーシ コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 2 必須: Server /chassis # scope flexflash index Cisco Flexible Flash コント ローラ コマン
ド モードを開始します。
ステップ 3 Server /chassis/flexflash # show logs

Flexible Flash コントローラのログを表示
します。

例
Flexible Flash コント ローラのログの例です。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope chassis flexflash FlexFlash-0
Server /chassis/flexflash # show logs
TimeStamp
Severity
Description
--------–----------------2017 July 10 07:16:17 UTC
warning
"CYWB_LOG: CYWB: USB connection status, 3.0
enable=1, 3.0 mode=1"
2017 July 10 07:46:05 UTC
warning
"CYWB_LOG: CYWB: USB connection status, 3.0
enable=1, 3.0 mode=1"
2017 July 10 07:46:05 UTC
warning
"CYWB_LOG: CYWB FWLOG (usbapp): USB HSChirp
event, data=1"
2017 July 10 07:45:07 UTC
warning
"CYWB_LOG: CYWB FWLOG (usbapp): USB Suspend
event, data=0"
2017 July 10 07:45:06 UTC
warning
"CYWB_LOG: CYWB FWLOG (usbapp): USB VbusValid
event, data=0"
2017 July 10 07:44:23 UTC
warning
"CYWB_LOG: CYWB FWLOG (usb): connect done,
usb_state=4 ctrl_reg=0"
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
"cywb_blkdev_create_disks: Finished changing
disks: S0=0 S1=0 RAID=0 TOTAL=0"
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
"cywbblkdev_blk_put: disk=cd3ad400
queue=cd3bd360 port=0 unit=0 usage=0"
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
"cywb_blkdev_create_disks: S2 unit 0 has
become unavailable"
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
"CYWB_LOG: Found 0 RAID partitions, 0 partitions
on port0 and 0 partitions on port 1"
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
cywb_blkdev_create_disks called
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
"cywb_blkdev_create_disks: Scheduling driver
callback"
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
"cywbblkdev: Added disk=cd3ad400 queue=cd3bd360
port=0 unit=0"
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
"cywbblkdev: Registered block device cydiskraida
with capacity 124727295 (major=254, minor=0)"
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2017 July 10 07:44:23 UTC
info
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
queue=cd3bd360 port=0 unit=0 usage=1"
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
2017 July 10 07:44:23 UTC
warning
waiting"
2017 July 10 07:44:23 UTC
warning
port 0"
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
2017 July 10 07:44:23 UTC
info
disks: S0=0 S1=0 RAID=1 TOTAL=1"

cywbblkdev_blk_release exit
"cywbblkdev_blk_put: disk=cd3ad400
cywbblkdev_blk_release entry
"CYWB_LOG: CyWb: Disk on port0, unit0 is busy,
"CYWB_LOG: CYWB: No device found on storage
cywbblkdev_revalidate_disk called
cywbblkdev_blk_open exit
cywbblkdev_media_changed called
cywbblkdev_blk_open entry
"cywb_blkdev_create_disks: Finished changing

FlexUtil コントローラの管理
C シリーズ M5 ラックマウント サーバは、サーバ ソフトウェア ツールおよびユーティリティ
のストレージ用に microSD メモリ カードをサポートします。ライザー 1 にはこの microSD メ
モリ カード スロットがあります。Cisco FlexUtil は、32 GB の microSD カードのみをサポート
します。
次のユーザ認識可能なパーティションが microSD カードに存在します。
• Server Configuration Utility（SCU）–1.25 GB
• 診断-0.25 GB
• Host Update Utility（HUU）–1.5 GB
• ドライバ–8 GB
• ユーザ（User）

（注）

MicroSD の各パーティションの数とサイズは固定されています。
いつでも、ホストに 2 つのパーティションをマップできます。（ユーザ パーティションを除
く）これらのパーティションは、CIFS または NFS 共有により更新できます。第 2 レベルの
BIOS ブート順序のサポートは、すべての起動可能なパーティションにも使用できます。

（注）

ユーザ パーティションはストレージにのみ使用する必要があります。このパーティションは
OS のインストールをサポートしていません。
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FlexUtil 運用プロファイルの設定
始める前に
• 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。
• お使いのプラットフォームで Cisco FlexUtil 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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 必須: Server /chassis/flexutil # scope
operational-profile

Operational Profile コマンド モードを開
始します。

ステップ 4 Server /chassis/flexutil/operational-profile # 読み取りエラーのしきい値のカウントを
set read-err-count-threshold count
設定します。
（注）

しきい値の値がゼロの場合
は、特殊なケースとして扱わ
れますが、カードはエラー カ
ウントがゼロのしきい値を超
えても異常とマークされませ
ん。

ステップ 5 Server /chassis/flexutil/operational-profile* 書き込みエラーのしきい値のカウントを
# set write-err-count-threshold count
設定します。
（注）

しきい値の値がゼロの場合
は、特殊なケースとして扱わ
れますが、カードはエラー カ
ウントがゼロのしきい値を超
えても異常とマークされませ
ん。

ステップ 6 Server /chassis/flexutil/operational-profile* トランザクションをシステムにコミット
# commit
します。

例
次に、FlexUtil 運用プロファイルを設定する例を示します。
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Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # scope operational-profile
Server /chassis/flexutil/operational-profile # set read-err-count-threshold 49
Server /chassis/flexutil/operational-profile* # set write-err-count-threshold 49
Server /chassis/flexutil/operational-profile* # commit
Server /chassis/flexutilServer /chassis/flexutil/operational-profile

FlexUtil カード設定のリセット
始める前に
• 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。
• お使いのプラットフォームで Cisco FlexUtil 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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 Server /chassis/flexutil # reset-card-config 確認プロンプトで、y と入力します。
FlexUtil カードの構成をリセットしま
す。

例
次の例は、FlexUtil カード構成をリセットする方法を示しています。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # reset-card-config
This operation will wipe all the data on the card.
Any VD connected to host (except UserPartition) will be disconnected from host.
This task will take few minutes to complete.
Do you want to continue?[y|N]y
Server /chassis/flexutil #

FlexUtil プロパティの表示
始める前に
お使いのプラットフォームで Cisco FlexUtil 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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 Server /chassis/flexutil # show detail

FlexUtil コントローラのプロパティを表
示します。

例
次の例では、FlexUtil コントローラのプロパティを表示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # show detail
Controller Flexutil:
Product Name: Cisco Flexutil
Internal State: Connected
Controller Status: OK
Physical Drive Count: 1
Virtual Drive Count: 5
Server /chassis/flexutil #

FlexUtil 物理ドライブの詳細の表示
始める前に
お使いのプラットフォームで Cisco FlexUtil 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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 Server /chassis/flexutil # show
physical-drive detail

FlexUtil 物理ドライブのプロパティを表
示します。
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例
次の例では、FlexUtil 物理ドライブのプロパティを表示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # show physical-drive detail
Physical Drive microSD:
Status: present
Controller: Flexutil
Health: healthy
Capacity: 30624 MB
Write Enabled: true
Read Error Count: 0
Read Error Threshold: 49
Write Error Count: 0
Write Error Threshold : 49
Product Name: SD32G
Product Revision: 3.0
Serial#: 0x1cafb
Manufacturer Id: 39
OEM Id: PH
Manufacturing Date : 12/2016
Block Size: 512 bytes
Partition Count: 5
Drives Enabled: SCU Diagnostics HUU Drivers UserPartition
Server /chassis/flexutil #

FlexUtil 仮想ドライブの詳細の表示
始める前に
お使いのプラットフォームで Cisco FlexUtil 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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 必須: Server /chassis/flexutil # scope
virtual-drive

仮想ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server /chassis/flexutil/virtual-drive # show FlexUtil 物理ドライブのプロパティを表
detail
示します。
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例
次の例では、FlexUtil 物理ドライブのプロパティを表示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # scope virtual-drive
Server /chassis/flexutil/virtual-drive # show detail
Virtual Drive SCU:
ID: 1
LUN ID: NA
Size: 1280 MB
VD Scope: Non-RAID
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Not-Connected
Operation in progress: NA
Last Operation completion status: none
Virtual Drive Diagnostics:
ID: 2
LUN ID: 0
Size: 256 MB
VD Scope: Non-RAID
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Connected
Operation in progress: NA
Last Operation completion status: none
Virtual Drive HUU:
ID: 3
LUN ID: NA
Size: 1536 MB
VD Scope: Non-RAID
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Not-Connected
Operation in progress: NA
Last Operation completion status: none
Virtual Drive Drivers:
ID: 4
LUN ID: NA
Size: 8192 MB
VD Scope: Non-RAID
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Not-Connected
Operation in progress: NA
Last Operation completion status: none
Virtual Drive UserPartition:
ID: 5
LUN ID: NA
Size: 11159 MB
VD Scope: Non-RAID
VD Status: Healthy
VD Type: Removable
Read/Write: R/W
Host Accessible: Not-Connected
Operation in progress: NA
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Last Operation completion status: none
Server /chassis/flexutil/virtual-drive #

FlexUtil 仮想ドライブへのイメージの追加
始める前に
• このタスクを実行するには、admin 権限でログインします。
• お使いのプラットフォームで Cisco FlexUtil 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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 必須: Server /chassis/flexutil # scope
vd-image-configs

仮想ドライブ イメージ コンフィギュ
レーション コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 4 Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # FlexUtil 仮想ドライブに CIFS ファイル
vd-image-cifs {virtual-drive-name
をマップします。次を指定する必要があ
remote-share remote-file-path [mount
ります。
options]
• 仮想ドライブの名前
• IP アドレス（IPv4 または IPv6 アド
レス）と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 5 Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # FlexUtil 仮想ドライブに NFS ファイルを
vd-image-nfs {virtual-drive-name
マップします。次を指定する必要があり
remote-share remote-file-path [mount
ます。
options]
• 仮想ドライブの名前
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コマンドまたはアクション

目的
• IP アドレス（IPv4 または IPv6 アド
レス）を含むリモート共有
• 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 6 Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # HTTPS ファイル仮想ドライブを示して
vd-image-www {virtual-drive-name |
います。次を指定する必要があります。
remote-share | remote-file-path [mount
• マップする仮想ドライブの名前
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 7 Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # FlexUtil 仮想ドライブ イメージの詳細が
show detail
表示されます。

例
次の例に、イメージを FlexUtil 仮想ドライブにマップする方法を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # scope vd-image-configs
Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # vd-image-nfs HUU 10.10.10.10:/nfsdata
ucs-c240m5-huu-3.1.0.182.iso
Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # show detail
Virtual drive: SCU
mount-type: nfs
remote-share: 10.10.10.10:/nfsshare
remote-file: ucs-cxx-scu-4.0.12.3.iso
mount-options: 'nolock,noexec,noac,soft,timeo=60,retry=2,rsize=3072,wsize=3072'
Virtual drive: Diagnostics
mount-type: nfs
remote-share: 10.10.10.10:/nfsshare
remote-file: ucs-cxx-diag.5.0.1a.iso
mount-options: 'nolock,noexec,noac,soft,timeo=60,retry=2,rsize=3072,wsize=3072'
Virtual drive: HUU
mount-type: nfs
remote-share: 10.10.10.10:/nfsdata
remote-file: ucs-c240m5-huu-3.1.0.182.iso
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mount-options: "nolock,noexec,noac,soft,timeo=60,retry=2,rsize=3072,wsize=3072"
Virtual-drive: Drivers
mount-type: None
remote-share: None
remote-file: None
mount-options: None
Server /chassis/flexutil/vd-image-configs #

FlexUtil 仮想ドライブの更新
始める前に
• 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 FlexUtil 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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 必須: Server /chassis/flexutil # scope
virtual-drive

仮想ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server /chassis/flexutil/virtual-drive #
update-vds virtual-drive

選択した仮想ドライブを更新します。

ステップ 5 （任意） Server
/chassis/flexutil/virtual-drive #
update-vds-cancel

進行中の仮想ドライブの更新をキャンセ
ルします。

ステップ 6 Server /chassis/flexutil/virtual-drive # show FlexUtil 仮想ドライブ イメージの詳細が
detail
表示されます。

例
次に、FlexUtil 仮想ドライブを更新する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # scope virtual-drive
Server /chassis/flexutil/virtual-drive # update-vds HUU
Server /chassis/flexutil/virtual-drive # show detail
Virtual-drive: SCU
partition-id: 1
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lun-id: NA
size: 1280 MB
partition-scope: Non-RAID
partition-status: Healthy
partition-type: Removable
writable: R/W
host-accessible: Not-Connected
operation-in-progress: NA
operation-completion-status: none
Virtual-drive: Diagnostics
partition-id: 2
lun-id: NA
size: 256 MB
partition-scope: Non-RAID
partition-status: Healthy
partition-type: Removable
writable: R/W
host-accessible: Not-Connected
operation-in-progress: NA
operation-completion-status: none
Virtual-drive: HUU
partition-id: 3
lun-id: NA
size: 1536 MB
partition-scope: Non-RAID
partition-status: Healthy
partition-type: Removable
writable: R/W
host-accessible: Not-Connected
operation-in-progress: Updating
operation-completion-status: none
Virtual-drive: Drivers
partition-id: 4
lun-id: NA
size: 8192 MB
partition-scope: Non-RAID
partition-status: Healthy
partition-type: Removable
writable: R/W
host-accessible: Not-Connected
operation-in-progress: NA
operation-completion-status: none
Virtual drive: UserPartition
partition-id: 5
lun-id: NA
size: 11159 MB
partition-scope: Non-RAID
partition-status: Healthy
partition-type: Removable
writable: R/W
host-accessible: Not-Connected
operation-in-progress: NA
operation-completion-status: none
Server /chassis/flexutil/virtual-drive #
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FlexUtil 仮想ドライブの有効化
始める前に
• 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 FlexUtil がサポートされている必要があります。
• ホストにドライブをマッピングする前に、仮想ドライブのイメージを更新します。
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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 必須: Server /chassis/flexutil # scope
virtual-drive

仮想ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server /chassis/flexutil/virtual-drive #
enable-vds virtual-drive

仮想ドライブをホストにマップします。

ステップ 5 Server /chassis/flexutil/virtual-drive # show FlexUtil 仮想ドライブ イメージの詳細が
detail
表示されます。

例
次の例は、仮想ドライブ イメージのホストへのマップ方法を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # scope virtual-drive
Server /chassis/flexutil/virtual-drive # enable-vds HUU
Server /chassis/flexutil/virtual-drive # show detail
Virtual Drive ID
LUN ID Size
VD Status
Host Accessible
Last Operation
progress completion status
-------------- ------ ------ -------- ------------ --------------------------------SCU
1
NA
1280 MB Healthy
Not-Connected
Diagnostics
2
0
256 MB
Healthy
Connected
Update-Success
HUU
3
1
1536 MB Healthy
Connected
Update-Success
Drivers
4
NA
8192 MB Healthy
Not-Connected
none
UserPartition 5
NA
11159 MB Healthy
Not-Connected
none
Server /chassis/flexutil/vd-image-configs #
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Operation in

-----------NA
NA
NA
NA
NA

none
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仮想ドライブへのイメージのマッピング
始める前に
• 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 FlexUtil 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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 必須: Server /chassis/flexutil # scope
vd-image-configs

仮想ドライブ イメージ コンフィギュ
レーション コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 4 必須: /chassis/flexutil/vd-image-configs #
vd-image-nfs HUU nfs/cifs share IP and
path ISO image file

IP と nfs/cifs 共有のパス、および ISO イ
メージ ファイルを指定します。

ステップ 5 /chassis/flexutil/vd-image-configs # show
detail

FlexUtil 仮想ドライブ イメージの詳細が
表示されます。

例
次の例に、イメージを FlexUtil 仮想ドライブに追加する方法を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # scope vd-image-configs
Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # vd-image-nfs HUU 10.127.54.176:/nfsdata
ucs-c240m5-huu-3.1.0.182.iso
Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # show detail
virtual-drive: SCU
mount-type: nfs
remote-share: 10.104.236.81:/nfsshare
remote-file: ucs-cxx-scu-4.0.12.3.iso
mount-options: 'nolock,noexec,noac,soft,timeo=60,retry=2,rsize=3072,wsize=3072'
virtual-drive: Diagnostics
mount-type: nfs
remote-share: 10.104.236.81:/nfsshare
remote-file: ucs-cxx-diag.5.0.1a.iso
mount-options: 'nolock,noexec,noac,soft,timeo=60,retry=2,rsize=3072,wsize=3072'
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virtual-drive: HUU
mount-type: nfs
remote-share: 10.127.54.176:/nfsdata
remote-file: ucs-c240m5-huu-3.1.0.182.iso
mount-options: "nolock,noexec,noac,soft,timeo=60,retry=2,rsize=3072,wsize=3072"
virtual-drive: Drivers
mount-type: None
remote-share: None
remote-file: None
mount-options: None
Server /chassis/flexutil/vd-image-configs

仮想ドライブからのイメージのマッピング解除
始める前に
• 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 FlexUtil 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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 必須: Server /chassis/flexutil # scope
vd-image-configs

仮想ドライブ イメージ コンフィギュ
レーション コマンド モードを開始しま
す。

ステップ 4 Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # 選択した仮想ドライブのイメージをマッ
unmap virtual-drive
ピング解除します。
ステップ 5 Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # FlexUtil 仮想ドライブ イメージの詳細が
show detail
表示されます。

例
次に、FlexUtil 仮想ドライブのマッピングを解除する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # scope vd-image-configs
Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # unmap HUU
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Server /chassis/flexutil/vd-image-configs # show detail
Virtual drive: SCU
mount-type: nfs
remote-share: 10.10.10.10:/nfsshare
remote-file: ucs-cxx-scu-4.0.12.3.iso
mount-options: 'nolock,noexec,noac,soft,timeo=60,retry=2,rsize=3072,wsize=3072'
Virtual drive: Diagnostics
mount-type: nfs
remote-share: 10.10.10.10:/nfsshare
remote-file: ucs-cxx-diag.5.0.1a.iso
mount-options: 'nolock,noexec,noac,soft,timeo=60,retry=2,rsize=3072,wsize=3072'
Virtual drive: HUU
mount-type: None
remote-share: None
remote-file: None
mount-options: None
Virtual-drive: Drivers
mount-type: None
remote-share: None
remote-file: None
mount-options: None
Server /chassis/flexutil/vd-image-configs #

仮想ドライブ上の画像の消去
始める前に
• 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 FlexUtil 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 必須: Server /chassis # scope flexutil

FlexUtil コントローラ コマンド モード
を開始します。

ステップ 3 必須: Server /chassis/flexutil # scope
virtual-drive

仮想ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server /chassis/flexutil/virtual-drive #
erase-vds virtual-drive

仮想ドライブのイメージを消去します。

ステップ 5 Server /chassis/flexutil/virtual-drive # show FlexUtil 仮想ドライブ イメージの詳細が
detail
表示されます。
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例
次の例は、仮想ドライブの削除方法を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexutil
Server /chassis/flexutil # scope virtual-drive
Server /chassis/flexutil/virtual-drive # erase-vds SCU
This operation will erase data on the VD
Continue?[y|N]y
Server /chassis/flexutil/virtual-drive # show detail
Virtual Drive ID
LUN ID Size
VD Status
Host Accessible
Last Operation
progress completion status
-------------- ------ ------ -------- ------------ --------------------------------SCU
1
NA
1280 MB Healthy
Not-Connected
none
Diagnostics
2
0
256 MB
Healthy
Connected
Update-Success
HUU
3
1
1536 MB Healthy
Connected
Update-Success
Drivers
4
NA
8192 MB Healthy
Not-Connected
none
UserPartition 5
NA
11159 MB Healthy
Not-Connected
none
C220-WZP210606A7 /chassis/flexutil/virtual-drive #

Operation in

-----------Erasing
NA
NA
NA
NA

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ
Cisco ブート最適化 M. 2 Raid コントローラの詳細の表示
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
MSTOR-RAID

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントロー
ラ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/storageadapter # show detail Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントロー
ラの詳細を表示します。

例
この例は、コントローラ情報を表示する方法を示します。
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Server# scope chassis
Server /chassis # show storageadapter MSTOR-RAID
Server /chassis/storageadapter # show detail
PCI Slot MSTOR-RAID:
Health: Good
Controller Status: Optimal
Product Name: Cisco Boot optimized M.2 Raid controller
Serial Number: FCH222877A7
Firmware Package Build: 2.3.17.1009
Product ID: Marvell
Flash Memory Size: 2 MB
Product PID: UCS-M2-HWRAID
Server /chassis/storageadapter #

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ物理ドライブの詳細の表示
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
MSTOR-RAID

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントロー
ラ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/storageadapter # scope
physical-drive Physical Drive Number

物理ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/physical-drive 一般的な物理ドライブ情報を表示しま
# show general
す。
ステップ 5 Server /chassis/storageadapter/physical-drive 物理ドライブの詳細を表示します。
# show detail
ステップ 6 Server /chassis/storageadapter/physical-drive 物理ドライブのシリアル番号を表示しま
# show inquiry-data
す。
ステップ 7 Server /chassis/storageadapter/physical-drive 物理ドライブの健全性状況が表示されま
# show status
す。

例
次に、物理ドライブの情報を表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show storageadapter MSTOR-RAID
Server /chassis/storageadapter # scope physical-drive 253
Server /chassis/storageadapter/physical-drive # show general
PCI Slot MSTOR-RAID:
Health: Good
Controller Status: Optimal
Product Name: Cisco Boot optimized M.2 Raid controller
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Serial Number: FCH222877A7
Firmware Package Build: 2.3.17.1009
Product ID: Marvell
Flash Memory Size: 2 MB
Product PID: UCS-M2-HWRAID
Server /chassis/storageadapter/physical-drive
Physical Drive Number 253:
Controller: MSTOR-RAID
Info Valid: Yes
Info Invalid Cause:
Drive Number: 253
Health: Good
Status: Online
Manufacturer: ATA
Model: Micron_5100_MTFDDAV240TCB
Drive Firmware: D0MU054
Type: SSD
Block Size: 512
Physical Block Size: 512
Negotiated Link Speed: 6.0 Gb/s
State: online
Operating Temperature: 32
Enclosure Association: Direct Attached
Interface Type: SATA
Block Count: 468862127
Raw Size: 228936 MB
Non Coerced Size: 228936 MB
Coerced Size: 228936 MB
Power State: active
Server /chassis/storageadapter/physical-drive
Physical Drive Number 253:
Controller: MSTOR-RAID
Info Valid: Yes
Info Invalid Cause:
Vendor: ATA
Product ID: Micron_5100_MTFDDAV240TCB
Drive Firmware: D0MU054
Drive Serial Number: 18201CB94A2C
Server /chassis/storageadapter/physical-drive
Physical Drive Number 253:
Controller: MSTOR-RAID
Info Valid: Yes
Info Invalid Cause:
State: online
Online: true
Fault: false
Server /chassis/storageadapter/physical-drive

# show detail

# show inquiry-data

# show status

#

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ仮想ドライブの詳細の表示
手順
コマンドまたはアクション
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 # scope storageadapter
MSTOR-RAID

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントロー
ラ 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 3 Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-drive Virtual Drive Number

目的
仮想ドライブ コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 4 Server /chassis/storageadapter/virtual-drive 仮想ドライブ情報を表示します。
# show detail
ステップ 5 Server /chassis/storageadapter/virtual-drive 仮想ドライブの再構築のステータスを表
# show lrop-info
示します。

例
次に、仮想ドライブの情報を表示する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show storageadapter MSTOR-RAID
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 0
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # show detail
Virtual Drive 0:
Health: Good
Status : Optimal
Name: test
Size: 228872 MB
Physical Drives: 253, 254
RAID Level: RAID 1
Target ID: 0
Strip Size: 32 KB
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive # show detail
LROP:
LROP In Progress: false
Current Long-Running Op: No operation in progress
Percent Complete: 0
Server /chassis/storageadapter/virtual-drive #

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ仮想ドライブの作成
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
MSTOR-RAID

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントロー
ラ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/storageadapter #
create-virtual-drive

それぞれのプロンプトで、仮想ドライブ
名とストライプサイズを入力します。こ
れにより仮想ドライブを作成します。
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例
この例は、仮想ドライブの作成方法を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show storageadapter MSTOR-RAID
Server /chassis/storageadapter # create-virtual-drive
Please enter Virtual Drive name (15 characters maximum, hit return to skip name)--> test

Unused physical drives
ID Size(MB)
253 228936
254 915715

available 2:
Model
Interface
ATA
SATA
ATA
SATA

Type
SSD
SSD

PD sizes NOT equal. NOT Assigning VD_size for RAID1
Optional attribute:
stripsize: defaults to 64K Bytes
0: 32K Bytes
1: 64K Bytes
Choose number from above options or hit return to pick default--> 0
stripsize will be set to 32K Bytes (4 and 'strip-size\:32k')
New
-

virtual drive will have the following characteristics:
RAID level: '1'
Name: 'test'
stripsize: 32K Bytes

OK? (y or n)--> y
Server /chassis/storageadapter #

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ仮想ドライブの削除
手順
コマンドまたはアクション
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 # scope storageadapter
MSTOR-RAID

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントロー
ラ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/storageadapter #
delete-virtual-drive

確認プロンプトで [はい (yes)] と入力し
ます。これにより仮想ドライブを削除し
ます。

例
次の例は、仮想ドライブの削除方法を示します。
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Server# scope chassis
Server /chassis # show storageadapter MSTOR-RAID
Server /chassis/storageadapter # delete-virtual-drive
Are you sure you want to delete virtual drive 0?
All data on the drive will be lost. Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter #

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ外部設定のインポート
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 Server# scope 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
MSTOR-RAID

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントロー
ラ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/storageadapter #
import-foreign-config

確認プロンプトで [はい (yes)] と入力し、
コントローラ設定をインポートします。

例
次に、コントローラ設定をインポートする方法の例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show storageadapter MSTOR-RAID
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 #

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ外部設定の消去
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
MSTOR-RAID

Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントロー
ラ コマンド モードを開始します。

ステップ 3 Server /chassis/storageadapter #
clear-foreign-config

確認プロンプトで [はい (yes)] と入力し、
コントローラ設定を消去します。
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例
次に、コントローラ設定を消去する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # show storageadapter MSTOR-RAID
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 #
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