
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。

•ストレージアダプタの管理（1ページ）
• Flexible Flashコントローラの管理（20ページ）
•スクラブポリシー（24ページ）

ストレージアダプタの管理

自己暗号化ドライブ（フルディスク暗号化）

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

ルディスク暗号化（FDE）とも呼ばれます。

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

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

必要ありません。

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

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

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

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

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

FDE機能は次の操作をサポートしています。

•コントローラでのセキュリティの有効化および無効化

•セキュアな仮想ドライブの作成

•非セキュアなドライブグループの保護

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

•セキュアな SEDドライブのクリア

•セキュアな外部設定のクリア

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。

コントローラセキュリティの有効化

このオプションを使用できるのは一部の Cシリーズサーバだけです。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、適切な LSI MegaRAIDもしくは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Controller Info]領域で、[Enable Drive Security]をクリックします。

ステップ 4 [Enable Drive Security]ダイアログボックスで、次のフィールドを更新します。
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説明名前

コントローラが無効であることを示します。[Controller Security]フィールド

キーがリモート管理されるかローカル管理されるかを示しま

す。次のいずれかになります。

• [RemoteKeyManagement]オプションボタン：コントロー
ラのセキュリティキーが設定されているか、またはリモー

ト KMIPサーバを使用して管理されています。

このオプションを選択した場合、既存のセキュ

リティキーを指定する必要はありませんが、

ローカル管理用のキー IDとセキュリティキー
を指定する必要があります。

（注）

• [Local Key Management]オプションボタン：コントロー
ラセキュリティがローカルに設定されています。

[Key Management]フィールド

現在のキー ID。[セキュリティキー ID
（Security Key Identifier）]
フィールド

コントローラセキュリティを有効にするために使用されるセ

キュリティキー。現在のセキュリティキーを変更するには、

ここに新しいキーを入力します。

セキュリティキーを変更すると、[Secure Key
Verification]ポップアップウィンドウが表示され、
確認のために現在のセキュリティキーを入力する必

要があります。

（注）

[Security Key]フィールド

セキュリティキーを再入力します。[Confirm Security Key]フィー
ルド

割り当てることができるセキュリティキーまたはキー IDを
提案します。

[Suggest]ボタン

ステップ 5 [Save]をクリックします。

これにより、コントローラのセキュリティが有効になります。

コントローラセキュリティの変更

このオプションを使用できるのは一部の Cシリーズサーバだけです。
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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。

•コントローラセキュリティを変更するには、最初に有効にしておく必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、適切な LSI MegaRAIDもしくは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Controller Info]領域で、[Modify Drive Security]をクリックします。

ステップ 4 [Modify Drive Security]ダイアログボックスで、次のフィールドを更新します。

説明名前

コントローラセキュリティが有効かどうかを示します。次の

いずれかになります。

•有効—コントローラセキュリティが有効です。

•無効—コントローラセキュリティが無効です。

[Controller Security]フィールド

現在のキー ID。[セキュリティキー ID
（Security Key Identifier）]
フィールド

コントローラセキュリティを有効にするために使用されるセ

キュリティキー。現在のセキュリティキーを変更するには、

ここに新しいキーを入力します。

セキュリティキーを変更すると、[Secure Key
Verification]ポップアップウィンドウが表示され、
確認のために現在のセキュリティキーを入力する必

要があります。

（注）

[Security Key]フィールド

セキュリティキーを再入力します。[Confirm Security Key]フィー
ルド

このオプションは、リモートキー管理の場合にのみ

表示されます。

（注）

このオプションを選択すると、KMIPサーバのセキュリティ
キーが変更されます。

[Modify Security Key (セキュ
リティキーの変更)]チェック
ボックス

割り当てることができるセキュリティキーまたはキー IDを
提案します。

[Suggest]ボタン

データを保存します。[Save]ボタン
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説明名前

操作をキャンセルします。[Cancel]ボタン

ステップ 5 [Save]をクリックします。

これにより、コントローラセキュリティ設定が変更されます。

コントローラセキュリティの無効化

このオプションを使用できるのは一部の Cシリーズサーバだけです。

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。

•コントローラセキュリティを無効にするには、最初に有効にしておく必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、適切な LSI MegaRAIDもしくは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Controller Info]領域で、[Disable Drive Security]をクリックします。

ステップ 4 確認ポップアップウィンドウで [OK]をクリックします。

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。

ローカルとリモートのキー管理間のコントローラセキュリティの切り替え

このタスクでは、コントローラのセキュリティをローカル管理からリモート管理、およびリ

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。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、適切な LSI MegaRAIDもしくは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Controller Info]領域で、コントローラのセキュリティをリモート管理からローカル管理に切り
替えるには、[Switch to Local Key Management]をクリックします。
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リモートキー管理からローカルキー管理に切り替えるときは、まず KMIPセキュア
キー管理を無効にしてください。

（注）

ステップ 4 （任意）同様に、コントローラの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る
場合は、[Switch to Remote Key Management]をクリックします。

ステップ 5 [OK]をクリックして確定します。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、適切な LSI MegaRAIDもしくは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Actions]領域で、[Create Virtual Drive from Unused Physical Drives]をクリックします。

[Create Virtual Drive from Unused Physical Drives]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Create Virtual Drive from Unused Physical Drives]ダイアログボックスで、新しい仮想ドライブの
RAIDレベルを選択します。

次のいずれかになります。

• [Raid 0]：単純なストライピング。

• [Raid 1]：単純なミラーリング。

• [Raid 5]：パリティ付きストライピング。

• [Raid 6]：2つのパリティドライブによるストライピング。

• [Raid 10]：スパンされたミラーリング。

• [Raid 50]：パリティ付きのスパンされたストライピング。

• [Raid 60]：2つのパリティドライブによるスパンされたストライピング。

ステップ 5 [Create Drive Groups]領域で、グループに含める 1つ以上の物理ドライブを選択します。

[DriveGroups]テーブルにドライブを追加するには、[>>]ボタンを使用します。ドライブグルー
プから物理ドライブを削除するには、[<<]ボタンを使用します。
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•ドライブグループで最も小さな物理ドライブのサイズによって、すべての物理ド
ライブに使用される最大サイズが定義されます。すべての物理ドライブの領域の

最大使用を保証するには、ドライブグループ内のすべてのドライブのサイズをほ

ぼ同じにすることを推奨します。

• Cisco IMCは、RAIDコントローラのみを管理し、サーバに接続されたHBAは管
理しません。

•特定のRAIDレベルの仮想ドライブを作成するには、使用できる複数のドライブ
グループが必要です。これらのRAIDレベルのドライブの作成中、必要な数のド
ライブが選択されている場合にのみ、[ドライブの作成（create drive）]オプショ
ンが使用できます。

（注）

ステップ 6 [Virtual Drive Properties]領域で、次のプロパティを更新します。

説明名前

作成する新しい仮想ドライブの名前。[Virtual Drive Name]フィール
ド

先行読み出しキャッシュモード。[Read Policy]ドロップダウン
リスト

バッファリング読み取りに使用されるキャッシュポリシー。[キャッシュポリシー（Cache
Policy）]ドロップダウンリス
ト

各ストライプのサイズ（KB単位）。[Strip Size]ドロップダウンリ
スト

次のいずれかになります

• [WriteThrough]：データがキャッシュによって、物理ドラ
イブに書き込まれます。以降の該当データのキャッシュ

からの読み取りが充足されるため、パフォーマンスが改

善されます。

• [WriteBack]：データはキャッシュに保存され、キャッシュ
内の領域が必要になったときにのみ、物理ドライブに書

き込まれます。このポリシーを必要とする仮想ドライブ

は、電源障害の発生時にBBUでキャッシュの安全性を確
保できない場合、[Write Through]キャッシングにフォー
ルバックします。

• [書き込みバック不良BBU（WriteBackBadBBU）]：この
ポリシーでは、バッテリバックアップユニットに欠陥が

あったり、放電していたりする場合でも、書き込みキャッ

シングは [書き込みバック（Write Back）]のままです。

[書き込みポリシー（Write
Policy）]ドロップダウンリス
ト

ストレージアダプタの管理
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説明名前

次のいずれかになります

• [Unchanged]：ディスクキャッシュポリシーは変更されま
せん。

• [Enabled]：ディスクで IOキャッシングを許可します。

• [Disabled]：ディスクキャッシングを許可しません。

[Disk Cache Policy]ドロップダ
ウンリスト

次のいずれかになります

• [ReadWrite]：ホストがVDで読み取り/書き込みを実行で
きます。

• [Read Only]：ホストは VDから読み取りのみ行うことが
できます。

• [Blocked]：ホストは VDの読み取りおよび書き込みがで
きません。

[Access Policy]ドロップダウン
リスト

作成する仮想ドライブのサイズ。値を入力し、次のいずれか

の単位を選択します。

• MB

• GB

• TB

[Size]フィールド

ステップ 7 [Generate XML API Request]ボタンをクリックして、API要求を生成します。

ステップ 8 [Close]をクリックします。

ステップ 9 [Create Virtual Drive]をクリックします。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、適切な LSI MegaRAIDもしくは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Actions]領域で、[Create Virtual Drive from an Existing Virtual Drive Group]をクリックします。
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[Create Virtual Drive from an Existing Virtual Drive Group]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Create Virtual Drive from an Existing Virtual Drive Group]ダイアログボックスで、新しい仮想ド
ライブの作成に使用するドライブグループの仮想ドライブを選択します。

ステップ 5 [Virtual Drive Properties]領域で、次のプロパティを更新します。

説明名前

作成する新しい仮想ドライブの名前。[Virtual Drive Name]フィール
ド

先行読み出しキャッシュモード。[Read Policy]ドロップダウン
リスト

バッファリング読み取りに使用されるキャッシュポリシー。[キャッシュポリシー（Cache
Policy）]ドロップダウンリス
ト

各ストライプのサイズ（KB単位）。[Strip Size]ドロップダウンリ
スト

次のいずれかになります

• [WriteThrough]：データがキャッシュによって、物理ドラ
イブに書き込まれます。以降の該当データのキャッシュ

からの読み取りが充足されるため、パフォーマンスが改

善されます。

• [WriteBack]：データはキャッシュに保存され、キャッシュ
内の領域が必要になったときにのみ、物理ドライブに書

き込まれます。このポリシーを必要とする仮想ドライブ

は、電源障害の発生時にBBUでキャッシュの安全性を確
保できない場合、[Write Through]キャッシングにフォー
ルバックします。

• [書き込みバック不良BBU（WriteBackBadBBU）]：この
ポリシーでは、バッテリバックアップユニットに欠陥が

あったり、放電していたりする場合でも、書き込みキャッ

シングは [書き込みバック（Write Back）]のままです。

[書き込みポリシー（Write
Policy）]ドロップダウンリス
ト

次のいずれかになります

• [Unchanged]：ディスクキャッシュポリシーは変更されま
せん。

• [Enabled]：ディスクで IOキャッシングを許可します。

• [Disabled]：ディスクキャッシングを許可しません。

[Disk Cache Policy]ドロップダ
ウンリスト
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説明名前

次のいずれかになります

• [ReadWrite]：ホストがVDで読み取り/書き込みを実行で
きます。

• [Read Only]：ホストは VDから読み取りのみ行うことが
できます。

• [Blocked]：ホストは VDの読み取りおよび書き込みがで
きません。

[Access Policy]ドロップダウン
リスト

作成する仮想ドライブのサイズ。値を入力し、次のいずれか

の単位を選択します。

• MB

• GB

• TB

[Size]フィールド

ステップ 6 [Generate XML API Request]ボタンをクリックして、API要求を生成します。

ステップ 7 [Close]をクリックします。

ステップ 8 [Create Virtual Drive]をクリックします。

仮想ドライブのトランスポート可能状態の設定

仮想ドライブをMegaRAIDコントローラ間で移動するには、[Set Transport Ready]機能を使用
します。この機能を使用すると、仮想ドライブの保留中 IOアクティビティがすべて完了され
てから仮想ドライブがオペレーティングシステムから隠され、キャッシュがフラッシュされ、

すべてのバックグラウンド操作が一時停止された後、現在の進行状況がディスクデータフォー

マットに保存されます。これにより、ドライブを移動することが可能になります。仮想ドライ

ブを移動すると、その仮想ドライブと同じドライブグループに属する他のすべてのドライブが

移動されたドライブと同じ変更を継承します。

グループに設定された最後の物理ドイブが現在のコントローラから除去されると、そのドライ

ブグループは外部ドライブグループとなり、外部構成ルールのすべてが適用されます。ただ

し、トランスポート準備機能によって外部構成の動作が変更されることはありません。

仮想ドライブをトランスポート可能状態から解除することもできます。これにより、仮想ドラ

イブがオペレーティングシステムで使用可能になります。

トランスポート可能状態の仮想ドライブには、次の制限が適用されます。

•現在、最大で 16個のトランスポート可能状態のドライブグループがサポートされていま
す。

•この機能は、ハイアベイラビリティ構成ではサポートされません。
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•次の場合は、仮想ドライブをトランスポート可能状態に設定することはできません。

•ドライブグループの仮想ドライブが再構成中の場合

•ドライブグループの仮想ドライブに固定キャッシュが含まれている場合

•ドライブグループの仮想ドライブがキャッシュ可能としてマークされているか、
CacheCade仮想ドライブに関連付けられている場合

•仮想ドライブが CacheCade仮想ドライブの場合

•仮想ドライブがオフラインの場合

•仮想ドライブがブート可能な仮想ドライブの場合

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで [Virtual Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [Virtual Drives]領域で、トランスポート可能として設定するドライブを選択します。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Set Transport Ready]をクリックします。

[Set Transport Ready]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 このダイアログボックスで次のプロパティを更新します。

ストレージアダプタの管理
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説明名前

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選択できます。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。

• [IncludeAll]：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 Dedicated Hot Spare Drive]：排他的に使用可能な
専用ホットスペアドライブを含めます。

[Initialize Type]ドロップダウン
リスト

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しま

す。

[Set Transport Ready]ボタン

操作をキャンセルします。[Cancel]ボタン

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 [Ready to Remove]として表示されます。
（注）

仮想ドライブのトランスポート可能状態の解除

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。

•仮想ドライブがトランスポート可能状態になっている必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで [Virtual Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [Virtual Drives]領域でトランスポート可能として設定されているドライブを選択します。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Clear Transport Ready]をクリックします。

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。

ストレージアダプタの管理
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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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。
[RAID Controller]領域に、[Controller Info]タブがデフォルトで表示されます。

ステップ 3 [Actions]領域で、[Clear Foreign Config]をクリックします。

ステップ 4 [OK]をクリックして確定します。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、適切な LSI MegaRAIDもしくは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Controller Info]領域で、[Clear All Configuration]をクリックします。

ステップ 4 [OK]をクリックして確定します。

これにより、既存のコントローラ設定がクリアされます。

ストレージアダプタの管理
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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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、適切な LSI MegaRAIDもしくは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Controller Info]領域で、[Set Factory Defaults]をクリックします。

ステップ 4 [OK]をクリックして確定します。

これにより、コントローラ設定が出荷時の初期状態に復元します。

削除するドライブの準備

[Unconfigured Good]ステータスを表示する物理ドライブのみでこのタスクを実行できます。（注）

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [RAID Controller]領域で、[Physical Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [Physical Drives]領域で、削除するドライブを選択します。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Prepare for Removal]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックして確定します。

ストレージアダプタの管理
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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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [RAID Controller]領域で、[Physical Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [Physical Drives]領域で、[Ready to Remove]状態のドライブを選択します。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Undo Prepare for Removal]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックして確定します。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]タブをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [RAID Controller]領域で、[Physical Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [PhysicalDrives]領域で、専用ホットスペアを作成する未設定の適切なドライブを選択します。

ステップ 5 [アクション（Actions）]領域で、[専用ホットスペアの作成（Make Dedicated Hot Spare）]をク
リックします。

[Make Dedicated Hot Spare]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [Virtual Drive Details]領域で、次のプロパティを更新します。

説明名前

ホットスペアとして物理ドライブを専用する仮想ドライブを

選択します。

[Virtual Drive Number]ドロッ
プダウンリスト

選択された仮想ドライブの名前。[Virtual Drive Name]フィール
ド

ストレージアダプタの管理
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説明名前

専用のホットスペアを作成します。[専用ホットスペアの作成
（Make Dedicated Hot Spare）]
ボタン

ダイアログボックスが開いているときに行われた変更を保存

せずにダイアログボックスを閉じます。

[Cancel]ボタン

ステップ 7 [Make Dedicated Hot Spare]をクリックして確定します。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]タブをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [RAID Controller]領域で、[Physical Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [Physical Drives]領域で、グローバルホットスペアを作成する未設定の適切なドライブを選択
します。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Make Global Hot Spare]をクリックします。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [ストレージ（Storage）]タブで、適切な LSI MegaRAIDコントローラをクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで [Physical Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [Physical Drives]領域で、ホットスペアプールから削除するグローバルホットスペアまたは専
用ホットスペアを選択します。

ストレージアダプタの管理
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ステップ 5 [Actions]領域で、[Remove From Hot Spare Pools]をクリックします。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [RAID Controller]領域で、[Virtual Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [Virtual Drives]領域で、初期化するドライブを選択します。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Initialize]をクリックします。

[Initialize Virtual Drive]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 仮想ドライブに使用する初期化のタイプを選択します。

次のいずれかになります。

• [Fast Initialize]：このオプションは、仮想ドライブへのデータの書き込みをすぐに開始でき
ます。

• [Full Initialize]：新しい設定で完全な初期化が実行されます。初期化が完了するまで、新し
い仮想ドライブにデータを書き込むことができません。

ステップ 7 [Initialize VD]をクリックしてドライブを初期化するか、[Cancel]をクリックして、変更を行わ
ずにダイアログボックスを閉じます。

ステップ 8 ドライブで実行しているタスクのステータスを表示するには、[Operations]領域で [Refresh]を
クリックします。

次の詳細情報が表示されます。

説明名前

ドライブで実行中の操作の名前。[Operation]

操作の進行状況（完了した割合）。[Progress in %]

ストレージアダプタの管理
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説明名前

操作開始から経過した時間（秒数）。[Elapsed Time in secs]

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [RAID Controller]領域で、[Virtual Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [Virtual Drives]領域で、コントローラが起動する必要のあるドライブを選択します。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Set as Boot Drive]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックして確定します。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [RAID Controller]領域で、[Virtual Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [Virtual Drives]領域で、削除する仮想ドライブを選択します。

ストレージアダプタの管理
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ステップ 5 [Actions]領域で、[Delete Virtual Drive]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックして確定します。

仮想ドライブの非表示

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [RAID Controller]領域で、[Virtual Drive Info]タブをクリックします。

ステップ 4 [Virtual Drives]領域で、非表示にする仮想ドライブを選択します。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Hide Drive]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックして確定します。

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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [RAID Controller]領域で、[Battery Backup Unit]タブをクリックします。

ステップ 4 [Actions]ペインで [Start Learn Cycle]をクリックします。

ダイアログでタスクを確認するためのプロンプトが表示されます。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

ストレージアダプタの管理
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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

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Storage]メニューをクリックします。

ステップ 2 [Storage]メニューで、該当する LSI MegaRAIDまたは HBAコントローラをクリックします。

ステップ 3 [RAID Controller]領域で、[Storage Log]タブをクリックし、次の情報を確認します。

説明名前

イベントが発生した日時。[Time]カラム

イベントの重大度。次のいずれかになります。

• [Emergency]

• [Alert]

• [Critical]

• [Error]

• Warning

• [Notice]

• [Informational]

•デバッグ（Debug）

[Severity]カラム

イベントの説明。[Description]カラム

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。

ストレージアダプタの管理
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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。（注）

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。

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、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。

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。

•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、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 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。

（注）

説明アクション

コントローラをリセットできます。Reset Cisco Flex Flash

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。

Reset Partition Defaults

ストレージアダプタの管理
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説明アクション

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。

Synchronize Card Configuration

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。

Configure Operational Profile

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。

動作シナリオ

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。

シングルカード

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UCSSCU
を使用する必要があります。

デュアルペアカード

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。

デュアル非ペアカード

ストレージアダプタの管理
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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。 GUIまたは 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、 GUIの [Reset
Configuration]オプションを使用するか、CLIで reset-config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FlexFlash1.4(x)設定に切り替えることができます。
最新の 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。
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•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、 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。

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。

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。

（注）

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

ステップ 1 [Storage Adapters]ペインの [Cisco FlexFlash]をクリックします。

ステップ 2 [Cisco FlexFlash]ペインの [Controller Info]タブをクリックします。

ステップ 3 [Actions]領域で [Reset FlexFlash Controller]をクリックします。

ステップ 4 [OK]をクリックして確定します。

スクラブポリシー

Scrub Policy Settings
This policy determines what happens to local data and to the BIOS settings on a server during the discovery
process, when the server is re-acknowledged, or when the server is disassociated from a service profile.

Local disk scrub policies only apply to hard drives that are managed by Cisco UCS Manager and do not
apply to other devices such as USB drives. Drives managed by Cisco UCS Manager include HDD/SSD
drives and Internal SSD drives. It does not apply to NvME drives.

Note
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24

ストレージアダプタの管理

Flexible Flashコントローラのリセット



Network Storage, such as NAS or SAN drives, will not be scrubbed. Customer data is not scrubbed.Note

Depending upon how you configure a scrub policy, the following can occur at those times:

Disk scrub

One of the following occurs to the data on any local drives on disassociation:

• If enabled, permanently removes data from the Master Boot Record of the drive (first 200 MB of
data).

• If disabled (default), preserves all data on any local drives, including local storage configuration.

Scrub policies are supported on all B-Series and C-Series platforms.

BIOS Settings Scrub

One of the following occurs to the BIOS settings when a service profile containing the scrub policy is
disassociated from a server:

• If enabled, erases all BIOS settings for the server and resets them to the BIOS defaults for that server
type and vendor.

• If disabled (default), preserves the existing BIOS settings on the server.

FlexFlash Scrub

FlexFlash Scrub enables you to pair new or degraded SD cards, resolve FlexFlash metadata configuration
failures, and migrate older SD cards with 4 partitions to single partition SD cards. One of the following
occurs to the SD card when a service profile containing the scrub policy is disassociated from a server, or
when the server is reacknowledged:

• If enabled, the HV partition on the SD card is formatted using the PNUOS formatting utility. If two
SD cards are present, the cards are RAID-1 paired, and the HV partitions in both cards are marked
as valid. The card in slot 1 is marked as primary, and the card in slot 2 is marked as secondary.

• If disabled (default), preserves the existing SD card settings.

• Because the FlexFlash scrub erases the HV partition on the SD cards, we recommend that you take
a full backup of the SD card(s) using your preferred host operating system utilities before performing
the FlexFlash scrub.

• To resolve metadata config failures in a service profile, you need to disable FlexFlash in the local
disk config policy before you run the FlexFlash scrub, then enable FlexFlash after the server is
reacknowledged.

• Disable the scrub policy as soon as the pairing is complete or the metadata failures are resolved.

• FlexFlash scrub is not supported for Cisco UCS S3260ストレージサーバ.

Note
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スクラブポリシーの作成

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Scrub Policies]を右クリックし、[Create Scrub Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Scrub Policy]ウィザードで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

この名前には、1～16文字の英数字を使用できます。-（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および（ピリ
オド）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは

使用できません。また、オブジェクトが保存された後にこの

名前を変更することはできません。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーを使用する場所とタイミングにつ

いての情報を含めることを推奨します。

256文字以下で入力します。任意の文字またはスペースを使
用できます。ただし、`（アクセント記号）、\（バックスラッ
シュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>
（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）は使用で
きません。

[Description]フィールド

ストレージアダプタの管理
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説明名前

このフィールドが[はい (Yes)]に設定されている場合、このス
クラブポリシーを含むサービスプロファイルがサーバとの関

連付けを解除されると、最初の 200MBのデータがマスター
ブートレコードまたはブートセクターから削除されます。そ

のため、すでにインストールされている OSがある場合、そ
の OSからシステムが起動するのを防ぐことができます。ド
ライブ上のデータの安全な削除については、『UCSSecureData
Deletion For Commission Regulation (EU) 2019 /424 Users Guide』
を参照してください。このフィールドを [いいえ (No)]に設定
すると、すべてのローカルストレージ設定を含むローカルド

ライブ上のデータは保存されます。

ディスクスクラブポリシーは、200MBを超えるユー
ザ データを削除することを意図したものではあり

ませんが、 Cisco UCS Managerはデータ損失に対し
て保証することはできません。

Note

[ディスクスクラブ（Disk
Scrub）]フィールド

このフィールドを [Yes]に設定すると、このスクラブポリシー
を含むサービスプロファイルがサーバとの関連付けを解除さ

れたときに、そのサーバの BIOS設定が消去され、そのサー
バタイプとベンダーのデフォルトにリセットされます。この

フィールドを [No]に設定すると、BIOS設定は保存されます。

[BIOS設定スクラブ（BIOS
Settings Scrub）]フィールド

フィールドを [Yes]に設定すると、サーバが再認識されたとき
に、SDカードの HVパーティションは PNUOSフォーマット
ユーティリティを使用してフォーマットされます。このフィー

ルドを [No]に設定すると、SDカードは保存されます。

[FlexFlashスクラブ（FlexFlash
Scrub）]フィールド

ステップ 6 [OK]をクリックします。

[Disk scrub]および [FlexFlash Scrub]オプションは、Cisco UCS S3260ストレージサー
バではサポートされませんCisco UCS S3260ストレージサーバ。

Note

スクラブポリシーの削除

Procedure

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Servers] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。

ステップ 3 [Scrub Policies]ノードを展開します。
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ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。
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