
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（4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）
•外部設定のクリア（11ページ）
• JBODの有効化と無効化（12ページ）
•ブートドライブのクリア（13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 （14ページ）
•自己暗号化ドライブ（フルディスク暗号化）（15ページ）
•仮想ドライブの削除（23ページ）
•仮想ドライブの初期化（24ページ）
•ブートドライブとしての設定（25ページ）
•仮想ドライブの編集（26ページ）
•仮想ドライブの属性の変更（27ページ）
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•物理ドライブのステータスの切り替え（31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（33ページ）
•ホットスペアプールからのドライブの削除（34ページ）
•削除するドライブの準備の取り消し（35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イネーブル化（36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（37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（38ページ）
•物理ドライブのロケータ LEDの切り替え（38ページ）
•コントローラの設定のクリア（39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（40ページ）
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•ストレージコントローラのログの表示（41ページ）
•物理ドライブの詳細の表示（42ページ）
• SIOC NVMeドライブの詳細の表示 （43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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

この時点で、RAIDレベル、使用する物
理ドライブ、新しい仮想ドライブのサイ

Server /chassis/server/storageadapter # create
virtual-drive

ステップ 4

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。

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

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # create-virtual-drive
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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

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
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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')

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

OK? (y or n)--> y

Server /chassis/server/storageadapter # show virtual-drive
Virtual Drive Health Status Name Size RAID Level
Boot Drive
------------- -------------- -------------------- ---------------- ---------- ----------
----------
0 Good Optimal 150528 MB RAID 0
false

1 Good Optimal 20480 MB RAID 0
true

2 Good Optimal 114140 MB RAID 0
false

3 Good Optimal test_v_drive 10000 MB RAID 1
false

4 Good Optimal new_from_test 500 MB RAID 1
false

Server /chassis/storageadapter #

既存のドライブグループからの仮想ドライブの作成

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1
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4

ストレージアダプタの管理

既存のドライブグループからの仮想ドライブの作成



目的コマンドまたはアクション

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

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

Server /chassis/storageadapter #
carve-virtual-drive

ステップ 4

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。

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

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/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
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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')

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

OK? (y or n)--> y
Server /chassis/storageadapter # show virtual-drive
Virtual Drive Health Status Name Size RAID Level
Boot Drive
------------- -------------- -------------------- ---------------- ---------- ----------
----------
0 Good Optimal 150528 MB RAID 0
false

1 Good Optimal 20480 MB RAID 0
true

2 Good Optimal 114140 MB RAID 0
false

3 Good Optimal test_v_drive 10000 MB RAID 1
false
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4 Good Optimal new_from_test 500 MB RAID 1
false

Server /chassis/server/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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

装着されているストレージカードに対

してコマンドモードを開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapterスロット ID

ステップ 3

指定された仮想ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

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

ステップ 4

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

Server
/chassis/server/storageadapter/virtual-drive
# set-transport-ready {include-all |
exclude-all | include-dhsp}

ステップ 5

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。
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目的コマンドまたはアクション

仮想ドライブをトランスポート可能に設

定し、選択したプロパティを割り当てま

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。

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。

（注）

変更した仮想ドライブのプロパティを表

示します。

（任意）サー

バ/chassis/server/storageadapter/virtual-drive
# show detail

ステップ 6

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-HBA
Server /chassis/server/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
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
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Auto Delete Oldest: true
Allow Background Init: true

Server /chassis/server/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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

装着されているストレージカードに対

してコマンドモードを開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapterスロット ID

ステップ 3

指定された仮想ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

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

ステップ 4

これにより、選択したトランスポート可

能な仮想ドライブが元の最適な状態に戻

されます。

サー

バ/chassis/server/storageadapter/virtual-drive
# clear-transport-ready

ステップ 5

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。

変更した仮想ドライブのプロパティを表

示します。

（任意）サー

バ/chassis/server/storageadapter/virtual-drive
# show detail

ステップ 6

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/server # scope storageadapter SLOT-HBA
Server /chassis/server/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
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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/server/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。

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

ストレージアダプタの管理
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目的コマンドまたはアクション

処理の確認を求めるプロンプトが表示さ

れます。確認のために yesを入力しま
す。

Server /chassis/server/storageadapter #
import-foreign-config

ステップ 4

yesと入力しなかった場合、ア
クションは強制終了されま

す。

（注）

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

外部設定のクリア

このタスクでは、コントローラのすべての外部設定をクリアします。また、外部設定をホス

ティングしているすべての物理ドライブからすべての設定情報が削除されます。このアクショ

ンは元に戻せません。

重要

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

ストレージアダプタの管理
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目的コマンドまたはアクション

処理の確認を求めるプロンプトが表示さ

れます。確認のために yesを入力しま
す。

Server /chassis/server/storageadapter #
clear-foreign-config

ステップ 4

yesと入力しなかった場合、ア
クションは強制終了されま

す。

（注）

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/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/server/storageadapter #

JBODの有効化と無効化

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

選択したコントローラに対して JBOD
モードをイネーブルにします。

Server /chassis/server/storageadapter #
enable-jbod-mode

ステップ 4

選択したコントローラの JBODモードを
ディセーブルにします。

Server /chassis/server/storageadapter #
disable-jbod-mode

ステップ 5

ストレージアダプタの管理

12

ストレージアダプタの管理

JBODの有効化と無効化



例

次に、選択したコントローラに対して JBODモードを有効にして、無効にする例を示
します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Enabling JBOD
Server /chassis/server/storageadapter # enable-jbod-mode
Are you sure you want to enable JBOD mode?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server/chassis/server/storageadapter # show settings
PCI Slot SLOT-3:

Info Valid: Yes
Enable JBOD Mode: true

Disabling JBOD
Server /chassis/server/storageadapter # disable-jbod-mode
Are you sure you want to disable JBOD mode?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server/chassis/server/storageadapter # show settings
PCI Slot SLOT-3:

Info Valid: Yes
Enable JBOD Mode: false

次のタスク

•

ブートドライブのクリア

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

に戻せません。

重要

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタの管理
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目的コマンドまたはアクション

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

処理の確認を求めるプロンプトが表示さ

れます。確認のために yesを入力しま
す。

Server /chassis/server/storageadapter #
clear-boot-drive

ステップ 4

yesと入力しなかった場合、ア
クションは強制終了されま

す。

（注）

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # clear-boot-drive
Are you sure you want to clear the controller's boot drive?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/server/storageadapter #

コントローラのストレージファームウェアログの取得
このタスクは、コントローラのファームウェアログを取得し、それを /var/logの場所に配
置します。これにより、テクニカルサポートデータが要求された場合にこのログデータを確

実に使用できるようになります。

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

装着されているストレージカードに対

してコマンドモードを開始します。

Server/chassis # scope storageadapterス
ロット

ステップ 2

ストレージアダプタの管理
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目的コマンドまたはアクション

指定したコントローラにストレージ

ファームウェアのログファイルを取得

します。

Server /chassis/storageadapter #
get-storage-fw-log

ステップ 3

ストレージファームウェアのログファ

イルのダウンロードを開始します。

プロンプトで yesと入力します。ステップ 4

例

この例では、取得したストレージファームウェアのログファイルのダウンロードス

テータスを表示する方法を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope storageadapter SLOT-HBA
Server /chassis/storageadapter # get-storage-fw-log

You are initiating the retrieval of the storage firmware log to Cisco IMC.
This task will take a few minutes to complete. You may monitor the status
of the retrieval by running the 'get-storage-fw-log-download-progress' command.

When the download is finished, the 'Storage Firmware Log Status' value will be
'Complete', along with the size of the logfile.

You may then download the log file using the Technical Support facility,
accessible from /cimc/tech-support scope, or the WebUI's Utilities page.

Do you want to proceed?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/storageadapter # get-storage-fw-log-download-progress
Storage Firmware Log Status: Complete (total size 61906 bytes)

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

ルディスク暗号化（FDE）とも呼ばれます。

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

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

必要ありません。

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

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

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

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

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

FDE機能は次の操作をサポートしています。

ストレージアダプタの管理
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•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

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。（注）

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。

•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。

コントローラのセキュリティの有効化

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。

ストレージアダプタの管理
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手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

この時点で、キー idを入力し、セキュ
リティキーを入力するように求められ

Server /chassis/server/storageadapter #
enable-controller-security

ステップ 4

ますが、それぞれのプロンプトでキー

IDを入力するか、セキュリティキーを
入力するか、提案されているキーを使用

することができます。

推奨されるキー idとセキュリティキー
を使用するか、選択したキー idとセキュ
リティキーを使用するかどうかに応じ

て、y (yes)を入力して推奨のキーを使用
するか、n (no)を入力して適切なプロン
プトで、任意のキーを入力します。

ストレージドライブの詳細が表示され

ます。

Server /chassis/server/storageadapter # show
detail

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/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/server/storageadapter show detail
PCI Slot SBMezz1:

<stuff deleted>
Controller is Secured: 1

Server /chassis/server/storageadapter #
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コントローラの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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

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

ステップ 4

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。

これにより、コントローラのセキュリ

ティがディセーブルになります。

ストレージドライブの詳細が表示され

ます。

Server /chassis/server/storageadapter # show
detail

ステップ 5

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 server 2
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # disable-controller-security
Note: this operation will fail if any secured virtual drives or secure JBODs are present.
Are you sure you want to disable security on this controller?
Enter 'yes' to confirm -> yes
Server /chassis/server/storageadapter # show detail
PCI Slot SBMezz1:

<content deleted>
Controller is Secured: 0

Server /chassis/server/storageadapter #
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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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

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、

Server /chassis/server/storageadapter #
modify-controller-security

ステップ 4

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。

modifyコマンドでは、キー ID
および/またはセキュリティ
キーを変更できます。セキュ

リティキーを変更する場合に

のみ、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。キー IDだけの変更で
は、現在のセキュリティキー

を指定する必要はありませ

ん。

（注）

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。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1

ストレージアダプタの管理
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Server /chassis/server/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/server/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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

プロンプトで、セキュリティキーを入

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

ステップ 4

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 server 2
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # verify-controller-security-key
Please enter the security key to verify -> WrongSecurityKey
verify-controller-security-key failed.
Error: "r-type: RAID controller: SBMezz1 command-status: Lock key from backup failed
verification"
Server /chassis/server/storageadapter #
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Server /chassis/server/storageadapter # verify-controller-security-key
Please enter the security key to verify -> testSecurityKey
Server /chassis/server/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

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

プロンプトで yと入力します。Server /chassis/server/storageadapter #
switch-to-local-key-mgmt

ステップ 4

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。

（注）

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。

Server /chassis/server/storageadapter # key
id

ステップ 5

セキュリティキーの入力は、

この操作を実行する必須で

す。

（注）

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # switch-to-local-key-mgmt
Executing this command will require you to disable remote key management once switch is
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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'
Switch to local key management complete on controller in SBMezz1.
***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

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

プロンプトで yと入力します。Server /chassis/server/storageadapter #
switch-to-remote-key-mgmt

ステップ 4

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。

Server /chassis/server/storageadapter #
security id

ステップ 5

この操作を実行するには、セ

キュリティキーの入力が必須

です。

（注）
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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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
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 SBMezz1.
Server /chassis/server/storageadapter #

仮想ドライブの削除

このタスクでは、ブートされたオペレーティングシステムを実行するドライブを含む仮想ドラ

イブを削除します。そのため、仮想ドライブを削除する前に、保持するデータをバックアップ

します。

重要

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

指定された仮想ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-driveドライブ番号

ステップ 4

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。

サー

バ/chassis/server/storageadapter/virtual-drive
# delete-virtual-drive

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

yesと入力しなかった場合、ア
クションは強制終了されま

す。

（注）

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/server/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/server/storageadapter/virtual-drive #

仮想ドライブの初期化
ドライブを初期化すると、仮想ドライブ上のすべてのデータが失われます。初期化を実行する

前に、保存する仮想ドライブのデータをバックアップします。

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

指定された仮想ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-driveドライブ番号

ステップ 4

指定した仮想ドライブを初期化します。サー

バ/chassis/server/storageadapter/virtual-drive
# start-initialization

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

（任意）指定した仮想ドライブの初期化

をキャンセルします。

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

ステップ 6

ドライブ上で処理中のタスクのステータ

スを表示します。

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

ステップ 7

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/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/server/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/server/storageadapter/virtual-drive # get-operation-status

progress-percent: 20%
elapsed -seconds: 30
operation-in-progress: initializing virtual drive

Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive #

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

指定された仮想ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
virtual-driveドライブ番号

ステップ 4

ストレージアダプタの管理

25

ストレージアダプタの管理

ブートドライブとしての設定



目的コマンドまたはアクション

コントローラがこの仮想ドライブから

ブートするように指定します。

Server /chassis/server/storageadapter #
set-boot-drive

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/server/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/server/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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

指定された仮想ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

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

ステップ 4

現在のものとは異なるポリシーを選択す

るように求めるプロンプトが表示されま

す。

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

ステップ 5

指定した仮想ドライブのRAIDレベルを
指定します。

Server
chassis/server/storageadapter/virtual-drive#
set raid-level値

ステップ 6

ストレージアダプタの管理
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目的コマンドまたはアクション

指定した仮想ドライブに物理ドライブを

指定します。

Server
chassis/server/storageadapter/virtual-drive#
set physical-drive値

ステップ 7

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 chassis
Server /chassis/server # scope storageadapter slot-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope virtual-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive #set raid-level 1
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive *# physical-drive 1
Server /chassis/server/storageadapter/virtual-drive* #commit
Server /chassis/server/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/server/storageadapter/virtual-drive #

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

ストレージアダプタの管理
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目的コマンドまたはアクション

仮想ドライブのコマンドモードを開始

します。

Server /chassis/server/storageadapter # scope
virtual-drive 3

ステップ 4

現在のものとは異なるポリシーを選択す

るように求めるプロンプトが表示されま

す。

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

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope virtual-drive
Server /chassis/server/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/server/storageadapter/virtual-drive #

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

ストレージアダプタの管理
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目的コマンドまたはアクション

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

指定された物理ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-driveドライブ番号

ステップ 4

専用ホットスペアが作成される仮想ド

ライブの選択を求めるプロンプトが表示

されます。

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

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/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/server/storageadapter/physical-drive #

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

ストレージアダプタの管理
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目的コマンドまたはアクション

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

指定された物理ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-driveドライブ番号

ステップ 4

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

ステップ 5

ドライブ上で処理中のタスクのステータ

スを表示します。

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

ステップ 6

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # make-global-hot-spare
Server /chassis/server/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。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタの管理
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目的コマンドまたはアクション

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

指定された物理ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-driveドライブ番号

ステップ 4

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

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # prepare-for-removal
Server /chassis/server/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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

物理ドライブのコマンドモードを開始

します。

Server /chassis/server/storageadapter # scope
physical-drive 4

ステップ 4

ストレージアダプタの管理
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目的コマンドまたはアクション

ドライブのステータスを Unconfigured
goodに変更します。

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

ステップ 5

物理ドライブの JBODモードをイネーブ
ルにします。

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

ステップ 6

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 chassis
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 4
Server /chassis/server/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/server/storageadapter/physical-drive # make-unconfigured-good
Server /chassis/server/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/server/storageadapter/physical-drive # make-jbod
Server /chassis/server/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

ストレージアダプタの管理
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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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

物理ドライブのコマンドモードを開始

します。

Server /chassis/server/storageadapter # scope
physical-drive 4

ステップ 4

処理の確認を求めるプロンプトが表示さ

れます。確認のために yesを入力しま
す。

Server
/chassis/server/storageadapter/physical-drive
# set-boot-drive

ステップ 5

yesと入力しなかった場合、ア
クションは強制終了されま

す。

（注）

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/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

ストレージアダプタの管理
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Firmware Package Build: 20.11.1-0159
Product ID: LSI Logic
Battery Status: no battery
Cache Memory Size: 0 MB
Boot Drive: none
Boot Drive is PD: false
TTY Log Status: Not Downloaded

Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 4
Server /chassis/server/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/server/storageadapter/physical-drive # exit
Server /chassis/server/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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

指定された物理ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-driveドライブ番号

ステップ 4

ホットスペアプールからドライブを削

除します。

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

ステップ 5

ストレージアダプタの管理
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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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # remove-hot-spare
Server /chassis/server/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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

指定された物理ドライブのコマンドモー

ドを開始します。

Server /chassis/storageadapter # scope
physical-driveドライブ番号

ステップ 4

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

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # undo-prepare-for-removal
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive #

ストレージアダプタの管理
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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

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

バッテリバックアップユニットコマン

ドモードを開始します。

Server /chassis/server/storageadapter # scope
bbu

ステップ 4

バッテリの自動学習サイクルをイネーブ

ルにします。

Server /chassis/server/storageadapter #
enable-auto-learn

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-2
Server /chassis/server/storageadapter # scope bbu
Server /chassis/server/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/server/storageadapter/bbu #
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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

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

バッテリバックアップユニットコマン

ドモードを開始します。

Server /chassis/server/storageadapter # scope
bbu

ステップ 4

バッテリの自動学習サイクルをディセー

ブルにします

Server /chassis/server/storageadapter #
disable-auto-learn

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-2
Server /chassis/server/storageadapter # scope bbu
Server /chassis/server/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/server/storageadapter/bbu #
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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

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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

バッテリバックアップユニットコマン

ドモードを開始します。

Server /chassis/server/storageadapter # scope
bbu

ステップ 4

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

ステップ 5

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。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-2
Server /chassis/server/storageadapter # scope bbu
Server /chassis/server/storageadapter/bbu # start-learn-cycle
Server /chassis/server/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。

ストレージアダプタの管理
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手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

物理ドライブコマンドモードを開始し

ます。

Server /chassis/server/storageadapter # scope
physical-drive 3

ステップ 4

物理ドライブのロケータ LEDをイネー
ブルまたはディセーブルにします。

サー

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

ステップ 5

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 # scope chassis
Server /chassis # scope server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-2
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 3
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # locator-led on
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive* # commit
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive #

コントローラの設定のクリア

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。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

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。

Server /chassis/server/storageadapter #
clear-all-config

ステップ 4

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/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/server/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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

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。

Server /chassis/server/storageadapter #
set-factory-defaults

ステップ 4
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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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/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/server/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

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

ストレージアダプタコマンドモードを

開始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter Slot-ID

ステップ 3

ストレージコントローラのログを表示

します。

Server /chassis/server/storageadapter # show
log

ステップ 4

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 server 1
Server /chassis/server # scope storageadapter SLOT-3
Server /chassis/server/storageadapter # show log

Time Severity Description
---- -------- -------------
Fri March 1 09:52:19 2015 Warning Predictive Failure
Fri March 1 07:50:19 2015 Info Battery charge complete
Fri March 1 07:50:19 2015 Info Battery charge started
Fri March 1 07:48:19 2015 Info Battery relearn complete
Fri March 1 07:47:19 2015 Info Battery is discharging
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Fri March 1 07:45:19 2015 Info Battery relearn started

Server /chassis/server/storageadapter #

物理ドライブの詳細の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server# scope chassisステップ 1

サーバ 1または 2のサーバコマンド
モードを開始します。

Server /chassis # scope server {1 | 2}ステップ 2

サーバストレージアダプタモードを開

始します。

Server /chassis/server # scope
storageadapter slot

ステップ 3

物理ドライブコマンドモードを開始し

ます。

Server /chassis/server/storageadapter # scope
physical-drive 2

ステップ 4

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

ステップ 5

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 server 1
Server /chassis/server/ # scope storageadapter SBMezz1
Server /chassis/server/storageadapter # scope physical-drive 202
Server /chassis/server/storageadapter/physical-drive # show detail
Physical Drive Number 202:

Controller: SBMezz1
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
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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
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

Server /chassis/server/storageadapter/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。

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。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server # scope chassisステップ 1

CMCコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope cmc [1 | 2]ステップ 2

NVMeアダプタコマンドモードを開始
します。

Server /chassis/CMC # scope nvmeadapter
adapter name

ステップ 3

SIOC NVMe物理ドライブの詳細を表示
します。

Server /chassis/CMC/nvmeadapter # show
nvme-physical-drive detail

ステップ 4
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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
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 #
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