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永続メモリモジュール
Cisco IMCおよび Cisco UCS Manager Release 4.0 (4)では、第二世代インテル® Xeon® Scalableプ
ロセッサに基づくUCSM5サーバ上の Intel®Optane™データセンター永続メモリモジュールの
サポートが導入されています。Intel®Optane™DC永続メモリモジュールは、第二世代インテル
® Xeon® Scalableプロセッサでのみ使用できます。

このリリースでは、Cisco IMCおよび Cisco UCS Managerを使用して Intel® Optane™ DC永続メ
モリモジュールを設定する機能が提供されています。永続メモリモジュールは、メモリの低

遅延とストレージの永続化を実現する不揮発性メモリモジュールです。永続メモリモジュー

ルを使用すると、データへのアクセスが高速化され、モードに基づいて電源の再投入後もデー

タが保持されます。

永続メモリモジュールの装着に関するガイドライン
サーバパフォーマンスを最大限に引き出すには、永続メモリモジュールの取り付けと交換を

行う前に、メモリパフォーマンスに関するガイドラインと装着規則を熟知している必要があり

ます。

装着に関するガイドラインは、CPUソケットの数に基づいて次のように分類できます。
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• UCS C220 M5、C240 M5、および B200 M5サーバのデュアル CPU

• UCS C480 M5および B480 M5サーバのクアッド CPU

• UCS S3260 M5サーバのデュアル CPU

Cisco UCS管理モードおよびホスト管理モード
永続メモリモジュール設定は、 UCS管理モード (Cisco IMCまたは UCS Manager)またはホス
ト管理モードを使用して管理できます。UCS管理モードでは、CiscoUCSManagerまたはCISCO
IMCを使用して永続メモリモジュールを設定および管理できます。ホスト管理モードでは、
ホストツールを使用して永続メモリモジュールを設定および管理できます。UCS管理を使用
している場合は、CiscoUCS管理インターフェイスまたはホストツールを使用して設定タスク
を実行できます。

Ciscoでは、すべてのセキュリティ操作と領域管理に Cisco UCS管理インターフェイスを使用
することを推奨します。また、必要に応じて、名前スペース設定に対してのみホストツールを

使用することを推奨します。

目標（Goal）
CPUソケットに接続された永続メモリモジュールを使用する方法を設定するために、目標が
使用されます。[Memory Mode (メモリモード)]、[App Direct Mode]、または [Mixed Mode(混
合モード)]で使用する永続メモリモジュールを設定できます。永続メモリモジュールが100%
メモリモードとして設定されている場合は、完全に揮発性メモリとして使用できます。逆に、

0%メモリモードとして設定されている場合は、App Direct Modeになり、永続メモリとして
完全に使用できます。永続メモリモジュールを x%メモリモードとして設定すると、 x%がメ
モリとして使用され、残りが永続メモリとして使用されます。たとえば、 20%メモリモード
と設定すると、永続メモリモジュールの 20%がメモリとして使用され、残りの 80%が永続メ
モリとして使用されます。このモードは [Mixed Mode (混合モード)]と呼ばれます。

混合モードでは、割合が使用可能な実際のメモリに直線的に変換されないことがあります。実

際に取得したメモリサイズは、指定された割合に正確に対応していない可能性があります。ま

た、割合が変更された場合、取得した結果のメモリが同じ比率で変化することはありません。

メモリモードでは、DDR4メモリは永続メモリモジュールへのキャッシュレイヤとして使用
されます。したがって、OSには表示されません。たとえば、メモリモードと 256 GbDDR4に
1.5 Tbの永続メモリがある場合でも、OS/ハイパーバイザにはメモリの合計が 1.5 Tbとしか表
示されません。

（注）

完全に永続メモリモードまたは混合モードの場合は、永続メモリタイプを [Appdirect]または
[App Direct Non Interleaved]として設定できます。[App Direct]タイプは、ソケットに接続さ
れているすべてのメモリモジュールを 1つのインターリーブセットに設定し、1つの領域を作
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成します。App Direct Non Interleavedタイプは、メモリモジュールごとに 1つの領域を設定
します。

各ソケットではなく、すべてのソケットに対してサーバレベルでのみ目標を作成できます。目

標が作成され、サーバに適用されると、作成された領域がサーバインベントリに表示されま

す。領域とは、1個以上の名前スペースに分割可能な 1個以上の永続メモリモジュールのグ
ループです。ホストアプリケーションが名前スペースを使用する場合、アプリケーションデー

タはそれらに保存されます。

UCS M5 Sシリーズサーバの場合:

•唯一サポートされている目標設定は、0%メモリモードとAppDirect Non Interleaved永続
メモリタイプです。

Sシリーズサーバの永続メモリモジュールには、100%メモリモードが付属しています。
Sシリーズサーバに永続メモリモジュールを使用するには、次のいずれかを実行します。

•永続的メモリスクラブ (Cisco UCS Manager)を実行するか、永続メモリモジュールを
工場出荷時のデフォルト (Cisco IMC)にリセットします。

• 0%メモリモードで目標を作成します。

•システムでは、メモリモード%と永続メモリタイプのその他の組み合わせの設定は制限
されません。ただし、サポートされていない目標設定は使用できません。

•永続メモリスクラブ (Cisco UCSManager)または永続メモリモジュールを工場出荷時のデ
フォルト (Cisco IMC)にリセットした後、デフォルトの目標は 0%メモリモードと App
Direct Non Interleaved永続メモリタイプです。

（注）

目標の変更は破棄操作です。目標が変更されると、変更された目標設定に基づいて新しい領域

が作成されます。これにより、関連付けられたサーバ上の既存のすべての領域と名前スペース

が削除され、その結果、名前スペースに現在保存されているデータが失われます。

目標の永続メモリタイプを変更する前に、既存の名前スペースを削除します。これは、App
Direct永続メモリタイプで、各名前スペースに DIMM番号を指定していないためです。App
Direct Non Interleaved永続メモリタイプでは、各名前スペースに DIMM番号が指定されてい
ます。

UCSM5BシリーズおよびCシリーズサーバでは、目標を削除すると、関連付けられたサーバ
上で関連するすべての領域と名前スペースを削除し、セキュリティを無効にします。UCS M5
Sシリーズサーバでは、目標を削除すると、関連付けられたサーバ上ですべての名前スペース
を削除し、セキュリティを無効にします。目標を削除することで、永続メモリモジュールをデ

フォルト状態に戻します。永続メモリモジュールのデフォルト状態は、次のとおりです。

• UCS M5 Bシリーズおよび Cシリーズサーバ: 100%メモリモード

• UCS M5 Sシリーズサーバ: 0%メモリモードおよび App Direct Non Interleaved永続メモ
リタイプ
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地域（Region）
領域とは、1個以上の名前スペースに分割可能な 1個以上の永続メモリモジュールのグループ
です。領域は、目標の作成時に選択された永続メモリタイプに基づいて作成されます。

AppDirect永続メモリタイプを使用して目標を作成すると、ソケットに接続されているすべて
のメモリモジュールに対して 1つの領域が作成されます。App Direct Non Interleaved永続メ
モリタイプを使用して目標を作成すると、メモリモジュールごとに 1つの領域が作成されま
す。

名前空間
名前スペースは、領域のパーティションです。App Direct永続メモリタイプを使用する場合
は、ソケットにマッピングされた領域で名前スペースを作成できます。App Direct Non
Interleaved永続メモリタイプを使用する場合は、ソケットの特定のメモリモジュールにマッ
ピングされたリージョンで名前スペースを作成できます。

名前スペースは、 Rawモードまたはブロックモードで作成できます。Rawモードで作成され
た名前スペースは、ホスト OSで rawモードの名前スペースとして表示されます。ブロック
モードで作成された名前スペースは、ホストOSではセクターモードの名前スペースとして認
識されます。

名前スペースの削除は破棄操作であり、名前スペースに保存されたデータは失われます。

セキュリティ
永続メモリモジュールのセキュリティを有効にして、セキュアなパスフレーズを使用してロッ

クすることができます。リリース4.0 (4)では、永続メモリモジュールのセキュアなパスフレー
ズがローカルに保存され、管理されます。

ローカルセキュリティ

永続メモリモジュールのローカルセキュリティを設定できます。これには、サーバに適用さ

れるセキュアなパスフレーズが含まれています。サーバ上のすべての永続メモリモジュール

は、1つのセキュアなパスフレーズで保護されています。セキュアなパスフレーズを設定する
まで、永続メモリモジュールはロックまたは保護されません。

セキュアなパスフレーズには次の制約が含まれます。

•セキュアなパスフレーズの最小の長さは 8文字で、最大の長さは 32文字です。

•使用できる文字は、文字 (A ~Z、a ~ z)、数字 (0～ 9)、特殊文字 (!、@、#、$、%、^、&、
*、-、_、+、=)、またはそれらのすべてを組み合わせたものです。
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展開されたセキュアなパスフレーズは、サーバに現在展開されているパスフレーズです。確認

のため現在展開されているセキュアなパスフレーズを正しく入力した後に、設定されたセキュ

アなパスフレーズを変更できます。また、新しいセキュアなパスフレーズを設定することもで

きます。セキュリティを無効にする前に、すべての永続メモリモジュールのロックが解除され

ていることを確認します。

セキュリティ状態

次の表では、永続メモリモジュールの考えられるセキュリティ状態について説明します。

説明セキュリティ状態

これは、永続メモリモジュールのセキュリティが無効になってい

ることを意味します。

Disabled

これは、永続メモリモジュールのセキュリティが有効になってい

ることを意味します。

イネーブル

これは、永続メモリモジュールに対してセキュリティが有効に

なっており、セキュアなパスフレーズでロックされていることを

意味します。これらのロックを解除するには、セキュアなパスフ

レーズが必要です。

Locked

これは、永続メモリモジュールのセキュリティが有効になってお

り、現在ロック解除されていることを意味します。

Unlocked

つまり、ホスト OSを永続メモリモジュールを設定して使用でき
ますが、これらの永続メモリモジュールのセキュリティを設定す

ることはできません。

凍結

つまり、ホスト OSを永続メモリモジュールを設定して使用し、
これらの永続メモリモジュールのセキュリティを設定します。こ

の状態は、通常ホスト管理モードで表示されます。

凍結されていません

これは、最大再試行回数 (ロック解除試行の最大数)が期限切れに
なっていることを意味します。次にリセットまたは再起動するま

で、永続メモリモジュールのロックを解除することはできなくな

りました。

許可されているロック解除試行の最大回数。

•ホスト管理モード:間違ったロック解除試行 3回

•セキュリティが無効な状態でのUCS管理モード:間違ったロッ
ク解除試行 3回

•セキュリティが有効になっている UCS管理モード:間違った
ロック解除試行 2回

期限切れのカウント
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説明セキュリティ状態

これは、最大再試行回数 (ロック解除試行の最大数)がまだ期限切
れになっていないことを意味します。永続メモリモジュールをセ

キュアなパスフレーズでロック解除することは、引き続き可能で

す。

許可されているロック解除試行の最大回数。

•ホスト管理モード:間違ったロック解除試行 3回

•セキュリティが無効な状態でのUCS管理モード:間違ったロッ
ク解除試行 3回

•セキュリティが有効になっている UCS管理モード:間違った
ロック解除試行 2回

カウントが期限切れになっ

ていません

これらは、永続メモリモジュールごとに表示される可能性のあるセキュリティステータスで

す。

説明Status（ステータス）

セキュリティが無効、セキュアなパスフレーズが設定さ

れていない、ホスト OSにより永続メモリモジュールを
設定および使用可能だが、これらの永続メモリモジュー

ルのセキュリティを設定できない、再試行カウントが期

限切れではない

無効、ロック解除、凍結、カウン

トが期限切れになっていません

セキュリティが無効、セキュアなパスフレーズが設定さ

れていない、ホスト OSにより永続メモリモジュールを
設定可能、再試行カウントが期限切れではない

無効、ロック解除、凍結、カウン

トが期限切れになっていません

セキュリティが有効、永続メモリモジュールのがロック

解除されている、ホスト OSにより永続メモリモジュー
ルを設定および使用可能だが、これらの永続メモリモ

ジュールのセキュリティを設定できない、再試行カウン

トが期限切れではない

有効、ロック解除、凍結、カウン

トが期限切れになっていません

セキュリティが有効、セキュアなパスフレーズを使用し

て永続メモリモジュールのがロックされている、ホスト

OSで永続メモリモジュールのセキュリティを設定可能、
再試行カウントが期限切れになっていない

有効、ロック済み、凍結されてい

ません、カウントが期限切れになっ

ていません

セキュリティが有効、セキュアなパスフレーズを使用し

て永続メモリモジュールのがロックされている、ホスト

OSで永続メモリモジュールのセキュリティを設定可能、
再試行カウントが期限切れになっている

有効、ロック済み、凍結されてい

ません。カウントが期限切れにな

りました

ホストの電源がオフになります。不明
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これらは、各サーバごとに表示される全体的なセキュリティ状態です。

説明全体的なセキュリティ状態

永続メモリモジュールは UCS管理モードであり、すべ
ての永続メモリモジュールでセキュリティが無効になっ

ています。

無効:凍結されました

永続メモリモジュールはホスト管理モードであり、すべ

ての永続メモリモジュールでセキュリティが無効になっ

ています。

Disabled

永続メモリモジュールは UCS管理モードであり、すべ
ての永続メモリモジュールでセキュリティが有効になっ

ています。

ロック解除-凍結

永続メモリモジュールはホスト管理モードであり、すべ

ての永続メモリモジュールでセキュリティが有効になっ

ています。

有効、ロック済み

一部の永続メモリモジュールではセキュリティが有効に

なっており、残りのセキュリティは無効になっています。

混合状態

永続メモリモジュールセキュリティの BIOSサポート

次に、永続メモリモジュールセキュリティの BIOSサポートを説明します。

• BIOSは、サーバ内のすべての永続メモリモジュールに対して 1つのセキュアなパスフ
レーズをサポートしています。

•すべての永続メモリモジュールをロックするために、セキュアなパスフレーズがBIOSに
付属している場合は、永続メモリモジュールごとに次のことが行われます。

•永続メモリモジュールのセキュリティの有効化

•指定されたセキュアなパスフレーズを使用して永続メモリモジュールをロックしま
す。

すべての永続メモリモジュールがロックされると、サーバがリブートします。

•ホストOSが永続メモリモジュールを使用するには、サーバのリブート後に、BIOSによっ
て永続メモリモジュールがロック解除され、フリーズ状態になります。この状態では、ホ

スト OSを永続メモリモジュールを設定して使用できますが、永続メモリモジュールの
セキュリティパスフレーズを変更することはできません。各永続メモリモジュールの状

態がロック解除およびフリーズとして表示されます。

• BIOSは、目標の変更とセキュアなパスフレーズの変更操作を同時にはサポートしていま
せん。ただし、これらの操作は、その後に1つずつ実行できます。これらの操作を同時に
実行すると、障害が発生します。
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Cisco UCS Managerを使用すると、目標の変更を実行したり、パスフレーズの変更操作を
同時に安全に実行したりすることができなくなります。

永続メモリサーバの動作

Secure Erase

安全消去機能を使用すると、特定の永続メモリモジュールの領域、名前スペース、セキュリ

ティを消去することができます。サーバ上の特定の永続メモリモジュールまたはすべての永続

メモリモジュールで、安全な消去を実行できます。セキュリティが無効になっている場合は、

安全消去機能がサポートされています。この場合、パスフレーズは必要ありません。

•一連の永続メモリモジュール:このオプションを使用して、1つ以上の永続メモリモジュー
ルの特定のセットに対して安全消去を実行できます。サーバがセキュアなパスフレーズを

使用して設定されている場合は、検証のためにセキュアなパスフレーズを指定する必要が

あります。この操作が完了すると、選択した永続メモリモジュールの領域内のデータが消

去され、これらの永続メモリモジュール上のすべての名前スペースが削除され、これらの

永続メモリモジュールでセキュリティが無効になります。

•サーバ上のすべての永続メモリモジュール:このオプションを使用して、サーバの永続メ
モリ設定で安全消去を実行できます。サーバがセキュアなパスフレーズを使用して設定さ

れている場合は、検証のためにセキュアなパスフレーズを指定する必要があります。この

操作が完了すると、サーバのすべての領域内データが消去され、サーバ上のすべての名前

スペースが削除され、サーバですべての永続メモリモジュールのセキュリティが無効にな

ります。

外部永続メモリモジュールのロック解除

セキュアなパスフレーズでロックされている永続メモリモジュールが、別のセキュアなパスフ

レーズでセキュリティが有効になっている異なるサーバに移動した場合、新しいサーバでは

ロックされたままになります。この永続メモリモジュールをロック解除して、新しいサーバで

使用できるようにする必要があります。展開されたセキュアなパスフレーズを使用してこの永

続メモリモジュールのロックを解除すると、新しいサーバのセキュアなパスフレーズ1個を使
用して保護されます。たとえば、サーバ 1からの永続メモリモジュール DIMM_A2がセキュ
アなパスフレーズ「A」でロックされている場合、サーバ 2に移動すると、サーバ 2の固定メ
モリモジュールとして識別されます。サーバ 2の永続メモリモジュールのセキュアなパスフ
レーズは「B」です。サーバ 2の永続メモリモジュールDIMM_A2を管理するには、セキュア
なパスフレーズ「A」を使用してモジュールのロックを解除する必要があります。永続メモリ
モジュールの DIMM_A2が正常にロック解除されると、サーバ 2のセキュアなパスフレーズ
(「B」)で保護されます。
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永続メモリスクラブ
永続メモリスクラブを使用すると、サーバの永続メモリモジュールから永続メモリの設定と

データを削除することができます。

Cisco IMCでは、永続メモリモジュールを工場出荷時の初期状態にリセットすることにより、
永続メモリをスクラブできます。

Cisco UCS Managerでは、次の方法のいずれかを使用して永続メモリをスクラブできます。

•永続メモリスクラブオプション設定が [yes (はい)]に設定されたサービスプロファイルお
よびスクラブポリシーとの関連付け解除

•永続メモリスクラブオプションが [yes (はい)]に設定されたサーバでの工場出荷時のデ
フォルト動作へのリセットの実行

•ゴールの削除

永続的メモリスクラブが完了すると、次のことが発生します。

•すべての永続メモリデータが消去されます。

•永続メモリの設定はが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。

Bシリーズおよび Cシリーズサーバの場合、100%のメモリモードが適用されます。Sシ
リーズサーバの場合、0%のメモリモードとアプリケーションのダイレクト非インター
リーブタイプがに適用されます。

•永続メモリモジュールのセキュリティが無効になっています。

永続メモリファームウェアの更新
永続メモリモジュールでは、ファームウェアが実行されています。このファームウェアは、ブ

レードおよびラックサーバ (BおよびC)バンドルにパッケージ化されています。ブレードおよ
びラックパッケージのバージョンがリリース 4.0 (4)以降のリリースに設定されていることを
確認します。

Cisco UCSManagerでは、サービスプロファイル内のファームウェアパッケージを使用して、
永続メモリファームウェアをアップグレードできます。そのためには、ホストファームウェ

アポリシーを定義して、これをサーバに関連付けられているサービスプロファイルにインク

ルードします。Cisco UCSManagerでホストファームウェアポリシーを定義する手順について
は、『CISCO Ucs Managerファームウェア管理ガイド』を参照してください。

Cisco UCS Host Update Utility (HUU)を使用して、スタンドアロン Cisco UCS Cシリーズおよび
Cisco UCS Sシリーズサーバの永続メモリファームウェアをアップグレードまたはダウング
レードすることができます。ファームウェアの更新手順については、『CiscoHostUpgradeUtility
User Guide』(M5サーバ用)』を参照してください。
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Ciscoでは、サーバ上のすべての永続メモリモジュールが、同じかつ最新のファームウェア
バージョンを実行することを推奨しています。

Cisco UCS Managerの永続メモリポリシーおよびそのコ
ンポーネント

このセクションでは、永続メモリポリシー、そのコンポーネント、および Cisco UCS Manager
で設定するためのガイドラインについて説明します。

永続メモリポリシー Cisco UCS Manager
Cisco UCSManagerでは、永続メモリポリシーを使用して、永続メモリモジュールの使用方法
を設定できます。これには、目標と名前スペースが含まれています。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また。このポリシーを有効

にするには、サーバに関連付ける必要があります。各サービスプロファイルは1つの永続メモ
リポリシーを有することができ、1つの永続メモリポリシーを複数のサービスプロファイル
にマッピングできます。

永続メモリポリシーとそのコンポーネントの動作は、ポリシーがサーバによって参照されてい

るかどうかに基づいて決まります。ポリシーがどのサーバでも参照されていない場合は、すべ

ての操作 (作成、変更、削除)を制限なしで実行できます。ポリシーがサーバによって参照され
ている場合は、特定の制限が適用されます。たとえば、永続メモリポリシーがサーバによって

参照されている場合、設定された名前スペースは変更できません。

永続メモリポリシーとそのコンポーネントで実行できる操作の中には、破棄操作が含まれま

す。これらの操作で、作成された構造とデータが失われます。次のような永続メモリポリシー

とそのコンポーネントで実行できる操作には、データが喪失する可能性があります。

•目標の変更

•目標の削除

•名前スペースの削除

•サーバに関連付けられたサービスプロファイルでの永続メモリポリシーの置換

破棄操作を実行するには、サーバに新しい設定を明示的に適用する必要があります。永続メモ

リポリシーで [Force Configuration (設定の適用)]オプションを使用してこれを行うことができ
ます。破棄操作を実行するたびに、このオプションを選択する必要があります。

永続メモリポリシーコンポーネントの設定に関するガイドライン

永続メモリポリシーコンポーネントを設定するためのガイドラインを次に示します。
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目標

含まれているサービスプロファイルがサーバに関連付けられていない場合、目標の作成、変

更、および削除は、エンドポイントの制限なしですべて実行できます。このような場合、ポリ

シーはサーバに適用されないため、データ損失は適用されません。

既存の永続メモリ設定を持つサーバでの目標の作成は、破棄操作です。ただし、既存の設定を

使用しない場合の目標の作成は破棄ではありません。

目標の変更は破棄操作です。目標が変更されると、変更された目標設定に基づいて新しい領域

と名前スペースが作成されます。これにより、関連付けられたサーバ上の既存のすべての領域

と名前スペースが削除され、その結果、名前スペースに現在保存されているデータが失われま

す。

目標を削除すると、関連付けられているサーバ上のすべての関連する領域と名前スペースが削

除されます。また、永続メモリモジュールもデフォルトの状態に戻ります。永続メモリモ

ジュールのデフォルト状態は、次のとおりです。

• UCS M5 Bシリーズおよび Cシリーズサーバ: 100%メモリモード

• UCSM5Sシリーズサーバ: 0%のメモリモードとアプリケーションダイレクトの非インター
リーブ永続メモリタイプ。

名前空間

名前スペースの作成、変更、および削除は、名前スペースを含む永続メモリポリシーがサーバ

によって参照されていない場合、エンドポイント制限なしですべて実行できます。このような

場合、ポリシーはサーバに適用されないため、データ損失は適用されません。

名前スペースを含む永続メモリポリシーがサーバによって参照されない場合にのみ、名前ス

ペースを変更できます。名前スペースを含む永続メモリポリシーがサーバによって参照されな

い場合、名前スペースの変更操作は許可されません。

名前スペースの削除は破棄操作であり、名前スペースと名前スペースに保存されたデータは失

われます。

ローカルセキュリティ

Cisco UCS Managerでは、永続メモリモジュールのローカルセキュリティポリシーを使用し
て、サーバのセキュアなパスフレーズを設定することができます。永続メモリポリシーのセ

キュアなパスフレーズが含まれており、サーバに適用されます。最初は、サーバ上のすべての

永続メモリモジュールのセキュリティ状態が [Disabled (無効)]に設定されています。セキュア
なパスフレーズを持つ永続メモリポリシーがサーバに適用されると、サーバ上のすべての永続

メモリモジュールのセキュリティ状態が [Enabled (有効)]に設定され、モジュールは指定され
た単一のセキュアなパスフレーズでロックされます。

確認のため現在展開されているセキュアなパスフレーズを正しく入力した後で、ローカルセ

キュリティ設定を変更できます。また、新しいセキュアなパスフレーズを設定することもでき

ます。
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ローカルセキュリティ設定を削除できます。ローカルセキュリティ設定を削除すると、永続

メモリモジュールがロック解除され、永続メモリポリシーのセキュリティが無効になります。

外部永続メモリモジュールのロック解除

Cisco UCS Managerの外部永続メモリモジュールのロックを解除するには、次のワークフロー
を行います。

1. サーバの稼働を中止する。

2. 永続メモリモジュールを変更します。

3. サーバを再稼働します。

4. 永続メモリポリシーを使用せず、サーバをサーバプロファイルに関連付けます。

5. サーバの電源がオンになっている状態で、BIOSPOSTが完了していることを確認します。

6. 永続メモリインベントリで、永続メモリモジュールのセキュアなパスフレーズを提供す
ることによって、ロック解除する永続メモリモジュールを選択し、外部 DIMMのロック
解除操作を実行します。

7. ExecuteActions FSMが完了した後に、永続メモリモジュールがロック解除されていること
を確認します。永続メモリモジュールを使用する準備ができました。

8. 永続メモリポリシーを関連付けます。

9. FSMの関連付けが完了していることを確認します。

セキュリティに基づく外部永続メモリモジュールのロック解除

次のワークフローは、サーバのセキュリティ設定に基づいて、外部永続メモリモジュールの

ロックを解除する場合に適用されます。

セキュリティが無効な状態の場合:

•永続メモリポリシーの割り当てを解除すると、管理がホスト管理モードに変更されます。

•ロック解除操作の後、新しい永続ポリシーを割り当てると、システム内の既存の設定が上
書きされます。サーバに既存の領域または名前スペースがある場合、それらは削除されま

す。

セキュリティが有効になっている場合:

•サーバレベルのセキュリティが有効になっています。

•セキュリティが有効になっている永続メモリポリシーの割り当てを解除すると、管理がホ
スト管理モードに変更されます。

•外部永続メモリモジュールのロックを解除できます。その後、ロックされていない永続メ
モリモジュールにサーバレベルのセキュリティを適用する必要があります。
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•ロック解除操作の後、新しい永続ポリシーを割り当てると、システム内の既存の設定が上
書きされます。サーバに既存の領域または名前スペースがある場合、それらは削除されま

す。
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第 I 部

Cisco IMCを使用した永続メモリモジュー
ルの設定

• Cisco IMC GUIを使用した永続メモリモジュールの設定（17ページ）
• Cisco IMC CLIを使用した永続メモリモジュールの設定（37ページ）
• Cisco IMC XML APIを使用した永続メモリモジュールの設定（61ページ）





第 2 章

Cisco IMC GUIを使用した永続メモリモ
ジュールの設定

•永続メモリの詳細の表示（17ページ）
•永続メモリのメモリ使用率の設定（24ページ）
•名前スペースの作成 （27ページ）
•名前スペースの削除（28ページ）
•永続メモリ設定のエクスポート（28ページ）
•永続メモリ設定のインポート（29ページ）
•永続メモリ DIMMの工場出荷時の初期状態へのリセット（31ページ）
•永続メモリ設定のセキュリティの有効化（31ページ）
•永続メモリ設定のセキュリティの無効化（32ページ）
•パスフレーズの変更（33ページ）
•永続メモリモジュールデータの安全な消去（33ページ）
•永続メモリ DIMMのロック解除（34ページ）
• Cisco IMC管理の無効化（35ページ）

永続メモリの詳細の表示

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング)]メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 メモリの [General (全般)]領域で、次の情報を確認します。

説明名前

不揮発性 DIMMの合計容量 (GiB)。[Total Capacity]フィールド

サーバ上のすべての永続メモリモジュールの永続メモリ容量 (GiB)。[Persistent Memory (永続メモリ)]
フィールド
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説明名前

サーバ上のすべての永続メモリモジュールの揮発性メモリ容量 (GiB)。[Memory Capacity (メモリ容量)]
フィールド

サーバ上のすべての永続メモリモジュールの予約済み容量 (GiB)。[ReservedCapacity (予約済み容量)]
フィールド

名前スペースの作成ステータスが表示されます。ユーザーが名前ス

ペースを設定してホストをリブートすると、名前スペースのステータ

スによって、設定されている名前スペースの作成ステータスが表示さ

れます。

情報アイコンをクリックすると、次の詳細が表示されます。

•名前:名前スペースの名前。

•ステータス:名前スペースが正常に作成されたか失敗したかを示
します。

このステータスは、ホストのリブート後に表示されます。（注）

[Namespace Status (名前スペース
のステータス)]フィールド

永続メモリに設定されている領域の数。[Memory Regions]フィールド

最後の設定結果を提供します。

値は次のとおりです。

•成功

• Error_AlreadyConfigured

• NotApplicable

• Error_BadConfig

• Error_NameSpaceConfig

• Error_GoalCreate

• Error_NameSpaceCreate

• Error_BadSeqNo

• Error_BadEraseConfig

• Error_SecureErase-NamespaceExists

• Error_SecureErase

• Error_Unlock

• Error_SecurityConfig

情報アイコンをクリックすると、設定結果の説明が詳細に表

示されます。

（注）

[Configuration Result (設定結果)]
フィールド
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説明名前

永続メモリの最後の設定状態を提供します。[Configuration State]フィールド

これは、永続メモリが Cisco IMCから管理可能かどうかを示します。

[Cisco IMC Managed (Cisco IMC管理対象)]フィールドに
は、[Enable/DisableCisco IMCManagement (Cisco IMC管理
の有効化/無効化)]にする状態が表示されます。

（注）

デフォルト値：True。

[Cisco IMC Managed (Cisco IMC
管理対象)]フィールド

すべての永続DIMMのセキュリティ状態を提供します。次のいずれか
になります。

•無効-凍結: Cisco IMC管理対象モードの永続メモリモジュールと
セキュリティがすべての DIMMで無効になっています。

•無効:ホスト管理対象モードの永続メモリモジュールとセキュリ
ティがすべての DIMMで無効になっています。

•ロック解除-凍結:Cisco IMC管理対象モードの永続メモリモジュー
ルとセキュリティがすべての DIMMで有効になっています。

•有効、ロック済み:ホスト管理対象モードの永続メモリモジュー
ルとセキュリティがすべての DIMMで有効になっています。

•混合状態:いくつかの DIMMでセキュリティが有効になってお
り、一部ではセキュリティが無効になっています。

[Security State (セキュリティ状態)]
フィールド

永続メモリ設定のインポート/エクスポートステータスを提供します。

情報アイコンをクリックすると、次の詳細が表示されます。

•操作:インポートまたはエクスポート操作が進行中かどうかを示
します。

•操作ステータス:インポートまたはエクスポートのステータスを
示します。ここに表示される値は次のとおりです。

エクスポート用：

ERROR_REMOTE_CONNECTION

インポートの場合:

• ERROR_REMOTE_CONNECTION

• ERROR_INVALID_JSON_FILE

• ERROR_DUPLICATE_NAMESPACE_EXIST

• ERROR_SECURITY_ENABLED

[Import/Export Status (インポート/
エクスポートステータス)]フィー
ルド
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ステップ 4 永続メモリの [DIMM Details (DIMM詳細)]領域で、次の情報を確認します。

説明名前

永続メモリ DIMMの固有の ID。[ID]カラム

永続メモリ DIMMのヘルスステータスを提供しま
す。

次に、ヘルスステータスのオプションを示します。

• Healthy

• NonCriticalFailure

• CriticalFailure

• Unmanagable

• NonFunctional

• FatalFailure

[Health]カラム

DIMMのステータスを示します。このカラムは、次
のDIMMセキュリティ条件のいずれかを示します。

•無効、ロック解除、凍結、カウントが期限切れ
になっていません

•無効、ロック解除、凍結されていません、カウ
ントが期限切れになっていません

•有効、ロック解除、凍結、カウントが期限切れ
になっていません

•有効、ロック済み、凍結されていません、カウ
ントが期限切れになっていません

•有効、ロック済み、凍結されていません、カウ
ントが期限切れになっていません

•有効、ロック済み、凍結されていません。カウ
ントが期限切れになりました

最初の要素は DIMMのセキュリティ
状態を提供し、2番目の要素はDIMM
のロックステータスを提供し、3番目
の要素はDIMMの凍結状態を提供し、
4番目の要素はパスワードの再試行ス
テータスを提供します。

最大再試行数は 10です。

（注）

[Status]カラム
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説明名前

CPUに対してローカルな物理 DIMM番号。[Local DIMM Number (ローカル DIMM番号)]カラ
ム

永続メモリ DIMMのファームウェアバージョンを
提供します。

[Firmware Version]カラム

GiBでメモリ容量を提供します。

•合計:永続メモリ DIMMの合計容量。

•永続 : DIMMの永続メモリ容量。

•揮発性:永続メモリDIMMの揮発性メモリ容量。

[Memory (GiB) (メモリ (GiB))]カラム

予約済み :永続メモリ DIMMの予約済み容量。

App direct :永続メモリ DIMMのApp Direct容量。

[Capacity (GiB) (容量 (GiB))]カラム

永続DIMMの最後のセキュリティ操作ステータスを
提供します。

[Last Security Operation Status (最後のセキュリティ
操作ステータス)]カラム

DIMMに関連付けられているシリアル番号。[Serial Number]カラム

DIMMが属する CPUソケット ID。[Socket ID (ソケット ID)]カラム

永続メモリ DIMMの固有の ID。[DIMM UID]カラム

DIMMを選択すると、次のアクションを実行できます。

説明アクション

永続的メモリ DIMMを安全に消去します。

選択した DIMMの領域と名前スペースを消去しま
す。DIMMがセキュアなパスフレーズでロックされ
ている場合は、セキュアなパスフレーズを入力して

操作を続行します。

[Secure Erase (安全消去)]ボタン

ロックされた永続メモリ DIMMをロック解除しま
す。

DIMMがセキュアなパスフレーズでロックされてい
る場合は、展開されたセキュアなパスフレーズを入

力して操作を続行します。

DIMMのセキュリティステータスが有効
になっており、ロックされていて、凍結し

ていない状態で、カウントが期限切れに

なっていない場合は、DIMMのロック解除
ボタンのみが有効になります。

（注）

[Unlock DIMM(s) (DIMMのロック解除)]ボタン
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ステップ 5 メモリの [Region (領域)]で、次の情報を確認します。

表 1 :チャート

説明名前

チャートビューの領域間で揮発性および不揮発性の

メモリ共有を表示します。

チャートビュー（Chart View）

テーブルビューに領域の詳細を表示します。テーブルビュー

説明名前

領域の固有の ID。[ID]カラム

非インターリーブモードで領域が作成されたローカ

ル DIMM番号。

インターリーブモードでは、ローカルDIMM番号は
ゼロです。

[Local DIMM Number (ローカル DIMM番号)]カラ
ム

領域が属する CPUソケット ID。[Socket (ソケット)]カラム

永続メモリ設定のタイプ。次のいずれかになりま

す。

• AppDirect:ソケットに接続されているすべての
永続メモリモジュールに対して 1つの領域を設
定します。

• AppDirectNonInterleaved:永続メモリモジュー
ルごとに 1つの領域を設定します。

UCSM5 Sシリーズサーバのデフォル
トの永続メモリタイプは、

AppDirectNonInterleavedです。

（注）

[Type]カラム

領域に参加している DIMMのシルクスクリーン ID
のコレクション。

[DIMM ID]カラム

設定されている領域のヘルス状態。[State]カラム

GiBの領域の合計容量。[Total Capacity (合計容量)]カラム

新しい名前スペースの作成に使用可能な領域の容

量。

[Free Capacity (GiB) (空き容量 (GiB))]カラム

ステップ 6 メモリの [Namespace (名前スペース)]で、次の情報を確認します。
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表 2 :チャート

説明名前

チャートビューに名前スペースのメモリサイズを

表示します。

チャートビュー（Chart View）

テーブルビューに名前スペースの詳細を表示しま

す。

テーブルビュー

説明名前

名前スペースの固有の名前。[Name]カラム

GiBで名前スペースのメモリ容量を提供します。[Capacity]カラム

名前スペースのヘルスステータスを提供します。[State]カラム

適用された名前スペースのバージョン番号を提供し

ます。

[Version]カラム

名前スペースが属する領域 ID。[Region (領域)]カラム

名前スペースが属する CPUソケット。[Socket ID (ソケット ID)]カラム

非インターリーブモードで名前スペースが作成され

たローカル DIMM番号。

ローカル DIMM番号はインターリーブモードで 0
です。

[Local DIMM Number (ローカル DIMM番号)]カラ
ム

名前スペースのブロックサイズ。[Block Size (ブロックサイズ)]カラム

名前スペースが作成されるモード。次のいずれかに

なります。

• Raw:[Raw]モードで作成された名前スペース
は、ホスト OSで rawモード名前スペースとし
て表示されます。このモードは、キャラクタデ

バイス用です。データアクセスおよびコント

ロールは、文字レベルです。

•ブロック:[Block (ブロック)]モードで作成され
た名前スペースは、ホスト OSでセクターモー
ド名前スペースとして表示されます。このモー

ドはブロックデバイス用です。データアクセ

スとコントロールは各ブロックごとに行われま

す。

[Mode (モード)]カラム

名前スペースの UUID。[UUID]カラム
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名前スペースを選択すると、次のアクションを実行できます。

説明Actions

このオプションでは、名前スペースを作成できま

す。

[Create Namespace (名前スペースの作成)]ボタン

このオプションでは、適用された名前スペースを削

除できます。

[Delete Namespace (名前スペースの削除)]ボタン

永続メモリのメモリ使用率の設定

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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング])メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Persistentmemory (永続メモリ)]タブで、[Configurememory Usage (メモリ使用率の設定)]アクションをク
リックします。

ステップ 4 [Configure Memory Usage (メモリ使用率の設定)]アクション領域で、目標または名前スペースを設定する
か、または保留中の目標あるいは名前スペースの設定を確認します。
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説明名前

このオプションでは、メモリを使用する方法に基づ

き、メモリの目標を作成して、コントローラに指示

することができます。

一度に作成できる目標は 1つだけです。（注）

左側のナビゲーションツリーで [Goal (目標)]を選択
し、次のパラメータを設定します。

•ソケット:すべて

目標がサーバ全体に適用されると、す

べてのソケットが目標の作成に参加し

ます。

（注）

•メモリモード:目標を作成するために必要な揮
発性メモリの割合。

領域に割り当てられる実際の揮発性サ

イズと永続サイズは、指定された %
と異なる場合があります。

（注）

•永続メモリタイプ:永続メモリ設定のタイプ。
次のいずれかになります。

AppDirect:ソケットに接続されているすべての
永続メモリモジュールに対して 1つの領域を設
定します。

または

AppDirectNonInterleaved:永続メモリモジュー
ルごとに 1つの領域を設定します。

[Create Goal (目標の作成)]ボタンをクリックして、
新しい目標を作成し、[Save (保存)]をクリックしま
す。

[Save (保存)]をクリックして目標を作成
し、適用することができます。

または

名前スペースを作成した後に保存して、目

標と名前スペースの両方を一緒に適用する

ことができます。

（注）

[Goal (目標)]フィールド
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説明名前

名前スペースを作成するときには、次のプロパティ

を定義します。

•名前:名前スペースの固有の名前。

•ソケット ID:名前スペースを作成する必要があ
る CPUソケット ID。

•ローカル DIMM番号:名前スペースが作成され
るローカル DIMM番号。

選択した永続メモリタイプが

Appdirectの場合、ローカルDIMM番
号は使用できません。

（注）

•容量:GiBのメモリ容量。

•モード:名前スペースのモード。次のいずれかに
なります。

• Raw—[Raw]モードで作成された名前ス
ペースは、ホスト OSで rawモード名前ス
ペースとして表示されます。このモード

は、キャラクタデバイス用です。データア

クセスおよびコントロールは、文字レベル

です。

•ブロック— [Block (ブロック)]モードで作
成された名前スペースは、ホスト OSでセ
クターモード名前スペースとして表示され

ます。このモードはブロックデバイス用で

す。データアクセスとコントロールは各ブ

ロックごとに行われます。

[Create (作成)]ボタンをクリックして、新しい目標
を作成し、[Save (保存)]をクリックします。

複数の名前スペースを作成して、それらす

べてをまとめて保存することができます。

（注）

[Namespace (名前スペース)フィールド
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名前スペースの作成

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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング])メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Namespace (名前スペース)]タブで、[+]アイコンをクリックし、名前スペースを作成するために次の情報
を入力します。

説明名前

名前スペースの名前。[Name]フィールド

名前スペースを作成する CPUソケット ID。

ソケットの数は、CPUの装着に基づいて
います。

（注）

[Socket ID (ソケット ID)]ドロップダウンリスト

名前スペースが作成されるローカル DIMM番号。

このオプションは、永続メモリタイプが

App Direct Non Interleavedの場合にのみ使
用できます。

ソケットあたりのローカルDIMMの数は、
DIMMの装着に基づいています。

（注）

[LocalDIMMNumber (ローカルDIMM番号)]ドロッ
プダウンリスト

名前スペースのメモリ容量を (GiB)。[Capacity]フィールド

名前スペースが作成されるモード。ここに表示され

る値は次のとおりです。

• Raw—[Raw]モードで作成された名前スペース
は、ホスト OSで rawモード名前スペースとし
て表示されます。このモードは文字デバイス用

です。データアクセスおよびコントロールは、

文字レベルです。

•ブロック— [Block (ブロック)]モードで作成さ
れた名前スペースは、ホスト OSでセクター
モード名前スペースとして表示されます。この

モードはブロックデバイス用です。データア

クセスとコントロールは各ブロックごとに行わ

れます。

[Mode]ドロップダウンリスト
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保留状態の新しい名前スペースは、適用前に変更または削除することができます。（注）

名前スペースの削除

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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング)]メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Namespace (名前空間)]領域で、適用された名前スペースを削除するには、[x]アイコンをクリックします。

ステップ 4 確認プロンプトで [Yes (はい)]をクリックして名前スペースを削除します。

警告メッセージは、次のように表示されます。

設定を適用するには、ホストの電源の再投入が必要です。サーバの電源を今すぐ再投入しますか?

ステップ 5 サーバの電源を再投入する場合は、[OK]をクリックします。それ以外の場合は、[キャンセル（Cancel）]
をクリックします。

名前スペースを削除した後、ホストの電源の再投入を選択せず、名前スペースが保留状態になっ

ている場合は、名前スペースを削除または元に戻すことができます。

（注）

永続メモリ設定のエクスポート

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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング])メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Persistent Memory (永続メモリ)]タブで、[Export Configuration (設定のエクスポート)]リンクをクリック
して、次の情報を入力します。
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説明名前

リモートサーバのタイプ。次のいずれかになります。

• [TFTP Server]

• [FTP Server]

• [SFTP Server]

• [SCP Server]

• [HTTP Server]

このアクションを実行しながら、リモートサーバタイプとして

SCPまたは SFTPを選択した場合、「Server (RSA) key fingerprint
is <server_finger_print _ID> Do you wish to continue?」というメッ
セージとともにポップアップウィンドウが表示されます。サー

バフィンガープリントの信頼性に応じて、[Yes]または [No]を
クリックします。

フィンガープリントはホストの公開キーに基づいており、接続

先のホストを識別または確認できます。

（注）

[Export Configuration To
Remote Server (設定をリモート
サーバにエクスポート)]ドロッ
プダウンリスト

永続メモリ設定ファイルのエクスポート先となるサーバの IPv4または
IPv6アドレス、またはホスト名。[Export Configuration ToRemote Server
(設定をリモートサーバにエクスポート)]ドロップダウンリストの設定に
よって、フィールド名が異なる場合があります。

[サーバIP/ホスト名（Server
IP/Hostname）]フィールド

ファイルをリモートサーバにエクスポートするときに、Cisco IMCCIMC
が使用する必要のあるパスおよびファイル名。

[パスおよびファイル名（Path
and Filename）]フィールド

システムがリモートサーバへのログインに使用する必要のあるユーザ名。

このフィールドは、プロトコルがTFTPまたはHTTPの場合は適用されま
せん。

Username

リモートサーバのユーザ名のパスワード。このフィールドは、プロトコ

ルが TFTPまたは HTTPの場合は適用されません。
Password

ステップ 4 [Export]をクリックします。

永続メモリ設定のインポート

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング])メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Persistent Memory (永続メモリ)]タブで、[Import Configuration (設定のインポート)]リンクをクリックし
て、次の情報を入力します。

説明名前

リモートサーバのタイプ。次のいずれかになります。

• [TFTP Server]

• [FTP Server]

• [SFTP Server]

• [SCP Server]

• [HTTP Server]

このアクションを実行しながら、リモートサーバタイプとして

SCPまたは SFTPを選択した場合、「Server (RSA) key fingerprint
is <server_finger_print _ID> Do you wish to continue?」というメッ
セージとともにポップアップウィンドウが表示されます。サー

バフィンガープリントの信頼性に応じて、[Yes]または [No]を
クリックします。

フィンガープリントはホストの公開キーに基づいており、接続

先のホストを識別または確認できます。

（注）

[Import Configuration From
Remote Server (リモートサー
バから設定をインポート)]ド
ロップダウンリスト

永続メモリ設定ファイルを保存するサーバの IPv4または IPv6アドレス、
またはホスト名。[Import Configuration From Remote Server (リモート
サーバから設定をインポート)]ドロップダウンリストの設定によって、
フィールド名が異なる場合があります。

[サーバIP/ホスト名（Server
IP/Hostname）]フィールド

リモートサーバ上の設定ファイルのパスおよびファイル名。[パスおよびファイル名（Path
and Filename）]フィールド

システムがリモートサーバへのログインに使用する必要のあるユーザ名。

このフィールドは、プロトコルがTFTPまたはHTTPの場合は適用されま
せん。

Username

リモートサーバのユーザ名のパスワード。このフィールドは、プロトコ

ルが TFTPまたは HTTPの場合は適用されません。
Password

ステップ 4 [Import]をクリックします。
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永続メモリ DIMMの工場出荷時の初期状態へのリセット
工場出荷時のデフォルトにリセットする機能は、永続メモリモジュールをスクラブするために

使用されます。リセットを実行すると、すべての DIMMが安全に消去され (すべての設定と
データが失われます)、DIMMは 100%メモリモードに復元されます。セキュリティは無効に
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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング)]メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Persistent Memory (永続メモリ)]タブで、[Reset to factory Default (工場出荷時のデフォルトにリセットす
る)]リンクをクリックして、次の情報を入力します。

説明名前

永続メモリ DIMMを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするに
は、パスフレーズを入力してください。

このダイアログボックスは、セキュリティが有効になって

いる場合にのみ表示されます。

（注）

[Secure Passphrase (セキュアパス
フレーズ)]フィールド

このアクションを確認すると、ホストがリブートします。

永続メモリは、C240 M5、C220 M5、および C480 M5サーバのリブート後、100%メモリモード
で設定されます。

S3260では、永続メモリは Appdirectnoninterleaved永続メモリタイプを使用して 0%メモリに設
定されます。

（注）

永続メモリ設定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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング])メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。
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ステップ 3 [Persistent Memory (永続メモリ)]タブで、[Enable Security (セキュリティの有効化)]リンクをクリックし
て、次の情報を入力します。

説明名前

すべての永続メモリDIMMでセキュリティを有効にするには、パスフ
レーズを入力してください。

[Secure Passphrase (セキュアパス
フレーズ)]フィールド

セキュアなパスフレーズを再入力します。Confirm Secure Passphrase (セキュ
アなパスフレーズの確認)]フィー
ルド

ステップ 4 [OK]をクリックして、セキュリティを有効にします。

セキュリティを有効にすることを確認すると、ホストが再起動します。

永続メモリ設定のセキュリティの無効化

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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング])メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Persistent Memory (永続メモリ)]タブで、[Disable Security (セキュリティの無効化)]リンクをクリックし
て、次の情報を入力します。

説明名前

すべての永続メモリDIMMでセキュリティを無効にするには、パスフ
レーズを入力してください。

こにオプションは、セキュリティが有効になっている場合の

み領できます。

（注）

[Secure Passphrase (セキュアパス
フレーズ)]フィールド

ステップ 4 [OK]をクリックして、セキュリティを無効にします。

セキュリティを無効にすることを確認すると、ホストが再起動します。（注）
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パスフレーズの変更

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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング])メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Persistent Memory (永続メモリ)]タブで、[Modify Passphrase (パスフレーズの変更)]アクションをクリッ
クし、[Modify Security Passphrase (セキュリティパスフレーズの変更)]ダイアログボックスに次の情報を
入力します。

こにオプションは、セキュリティが有効になっている場合のみ利用できます。（注）

説明名前

永続メモリ DIMMの現在のパスフレーズを入力します。[Current Secure Passphrase (現在の
セキュアなパスフレーズ)]フィー
ルド

永続メモリDIMMに設定する新しいセキュアなパスフレーズを入力し
ます。

[New Secure Passphrase (新規セ
キュアパスフレーズ)]フィールド

確認のために新しいセキュアパスフレーズを再入力します。[Confirm New Secure Passphrase
(新規セキュアパスフレーズの確
認)]フィールド

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

永続メモリモジュールデータの安全な消去

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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング])メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [DIMM Details (DIMMの詳細)]テーブルで、[DIMM]を選択し、[Secure Erase (安全な消去)]ボタンをク
リックします。
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説明名前

選択した永続メモリ DIMMのデータを安全に消去するには、パスフ
レーズを入力してください。

このダイアログボックスは、セキュリティが有効になって

いる場合にのみ表示されます。

（注）

[Secure Passphrase (セキュアパス
フレーズ)]フィールド

[Secure Erase (安全な消去)]を確認すると、ホストがリブートします。（注）

永続メモリ DIMMのロック解除
DIMMを装着する場合のシナリオ:

•システムセキュリティが無効になっている場合、セキュリティが有効になっているDIMM
を装着すると、全体的なセキュリティステータスが混合状態になります。DIMMのセキュ
リティをロック解除して無効にするには、展開したセキュリティキーを使用して、新しく

装着した DIMMをロック解除する必要があります。

•システムセキュリティが有効になっている場合、セキュリティが有効になっているDIMM
を装着すると、全体的なセキュリティステータスが混合状態になります。展開したセキュ

リティキーを使用して、新しく装着した DIMMをロック解除する必要があります。ロッ
クを解除すると、DIMMのセキュリティキーがシステム展開キーに変更されます。

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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング)]メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Dimm Details (DIMMの詳細)]領域で、[DIMM]を選択し、[Unlock DIMM (s) (DIMMのロック解除)]ボタ
ンをクリックします。

説明名前

永続的メモリDIMMのロックを解除するには、パスフレーズを入力し
ます。

[Secure Passphrase (セキュアパス
フレーズ)]フィールド
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Cisco IMC管理の無効化
永続メモリモジュールの設定は、Cisco IMCまたはホストツールを使用して管理できます。
Cisco IMC管理モードでは、Cisco IMCインターフェイスまたはホストツールを使用して設定
タスクを実行できます。Cisco IMC管理モードが無効になっている場合、Cisco IMCインター
フェイスを使用して設定を行うことはできません。

Ciscoでは、すべてのセキュリティ操作と領域管理に Cisco IMCインターフェイスを使用する
ことを推奨します。また、必要に応じて、名前スペース設定に対してのみホストツールを使用

することを推奨します。

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。

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

ステップ 2 [Compute (コンピューティング)]メニューで、[Persistent Memory (永続メモリ)]タブをクリックします。

ステップ 3 [Disable Cisco IMCManagement (Cisco IMC管理の無効化)]タブで、[Persistent Memory (永続メモリ)]ボタ
ンをクリックします。

警告メッセージは、次のように表示されます。

Cisco IMC管理を無効にすると、追加の設定変更がブロックされます。続行しますか?

（注）

ステップ 4 [Yes (はい)]をクリックして、Cisco IMC管理を無効にします。
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第 3 章

Cisco IMC CLIを使用した永続メモリモ
ジュールの設定

•永続メモリモジュールプロパティの表示（37ページ）
•永続メモリ DIMMプロパティの表示（38ページ）
•名前スペースプロパティの表示（39ページ）
•ゴールプロパティの表示（40ページ）
•領域プロパティの表示（41ページ）
•ゴールの作成（42ページ）
• Creating a Namespace（43ページ）
• Modifying a Goal（45ページ）
•ゴールの削除（46ページ）
• Deleting a Namespace（47ページ）
•永続メモリ設定のエクスポート（48ページ）
• Importing Persistent Memory Configuration（50ページ）
• Resetting Persistent Memory Module to Factory Defaults（52ページ）
• Enabling Security on Persistent Memory Module（53ページ）
• Disabling Security on Persistent Memory DIMMs（54ページ）
•パスフレーズの変更（55ページ）
• Performing Secure Erase on Persistent Memory Modules（56ページ）
•永続メモリ DIMMのロック解除（57ページ）
• Setting Persistent Memory Module Management Mode（58ページ）

永続メモリモジュールプロパティの表示

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server/chassis/persistent-memory # showdetail
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手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

永続メモリモジュールの詳細を表示します。Server/chassis/persistent-memory # showdetailステップ 3

例

次に、永続メモリモジュールの詳細を表示する方法の例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # show detail
Persistent Memory Settings:
Persistent Memory Mgmt Mode: imc-managed
Configured State : Configured
Configured Result : Error_NameSpaceCreate
Total Capacity (GiB): 2020
Persistent Memory Capacity (GiB): 2016
Memory Capacity (GiB): 0
Reserved Capacity (GiB): 0
Total Regions : 8
Total DIMMs: 8
Security State: Unlocked-Frozen
Secure Firmware Downgrade: disabled
Server /chassis/persistent-memory #

永続メモリ DIMMプロパティの表示

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # show persistent-memory-dimm detail

手順の詳細

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

永続メモリ DIMMの詳細を表示します。Server /chassis # show persistent-memory-dimm detailステップ 2

例

次に、永続メモリ DIMMの詳細を表示する方法の例を示します。
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Server # scope chassis
Server /chassis # show persistent-memory-dimm detail
Persistent Memory DIMMs:

DIMM Locator Id: DIMM_A2
DIMM UID: 8089-A2-1834-000007BA
Socket Id: 1
Total Capacity (GiB): 126
Persistent Memory Capacity (GiB): 64
Memory Capacity (GiB): 62
App Direct Capacity (GiB): 64
Reserved Capacity (GiB): 0
Firmware Version: 1.2.0.5360
Health State: Healthy
Socket Local DIMM Number: 2
Serial Number: 000007BA
Status: Enabled, UnLocked, Frozen, Count not expired

Persistent Memory DIMMs:
DIMM Locator Id: DIMM_B2
DIMM UID: 8089-A2-1834-0000057E
Socket Id: 1
Total Capacity (GiB): 126
Persistent Memory Capacity (GiB): 64
Memory Capacity (GiB): 62
App Direct Capacity (GiB): 64
Reserved Capacity (GiB): 0
Firmware Version: 1.2.0.5360
Health State: Healthy
Socket Local DIMM Number: 4
Serial Number: 0000057E
Status: Enabled, UnLocked, Frozen, Count not expired
.
.
.

Displays the details of all the available DIMMs
Server /chassis/persistent-memory #

名前スペースプロパティの表示

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # show namespace detail

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

永続メモリの名前スペースの詳細を表示します。Server /chassis/persistent-memory # show namespace
detail

ステップ 3

Cisco UCS: Intel® Optane™データセンター永続メモリモジュールの設定と管理
39

Cisco IMCを使用した永続メモリモジュールの設定

名前スペースプロパティの表示



例

次に、永続メモリの名前スペースの詳細を表示する方法の例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # show namespace detail
Namespace:

Name: ns 1
Socket Id: 2
Socket Local DIMM Number: Not applicable
Region Id:
Capacity (GiB): 1
Mode: block
Block Size:
Label Version:
UUID :
Health State :
Config State: Pending

Namespace:
Name: 1
Socket Id: 1
Socket Local DIMM Number: Not applicable
Region Id:
Capacity (GiB): 2
Mode: raw
Block Size:
Label Version:
UUID :
Health State :
Config State: Pending

Namespace:
Name: _
Socket Id: 1
Socket Local DIMM Number: Not applicable
Region Id:
Capacity (GiB): 2
Mode: raw
Block Size:
Label Version:
UUID :
Health State :
Config State: Pending
.
.
.

Displays the details of all the available namespaces
Server /chassis/persistent-memory #

ゴールプロパティの表示

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # show goal detail
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手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

目標の詳細を表示します。Server /chassis/persistent-memory # show goal detailステップ 3

例

次に、目標の詳細を表示する方法の例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # show goal detail
Goal Settings:

Soket Id: ALL
Memory Mode: 14
Persistent Memory Type: app-direct

Server /chassis/persistent-memory #

領域プロパティの表示

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # show region detail

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

永続メモリ領域の詳細を表示します。Server /chassis/persistent-memory # show region detailステップ 3

例

次に、永続メモリ領域の詳細を表示する方法の例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # show region detail
Region:

Id: 1
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Socket Local Dimm Number: Not applicable
Socket Id: 1
Interleaved Set Id: 5559c3d06c7e8888
Persistent Memory Type: AppDirect
Health State : Healthy
Total Capacity (GiB): 256
Free Capacity (GiB): 192
DIMM Locator Ids: DIMM_A2,DIMM_B2,DIMM_D2,DIMM_E2

Region:
Id: 2
Socket Local Dimm Number: Not applicable
Socket Id: 2
Interleaved Set Id: 49e9c3d0f47e8888
Persistent Memory Type: AppDirect
Health State : Healthy
Total Capacity (GiB): 256
Free Capacity (GiB): 256
DIMM Locator Ids: DIMM_G2,DIMM_H2,DIMM_K2,DIMM_L2

Server /chassis/persistent-memory #

ゴールの作成

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server/chassis/persistent-memory # create-goal {all-sockets |volatile-memory-percentage|{app-direct

| app-direct-non-interleaved}
4. 2つの確認プロンプトで yと入力します。

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

Server/chassis/persistent-memory # create-goal
{all-sockets |volatile-memory-percentage|{app-direct |
app-direct-non-interleaved}

ステップ 3 •すべてのソケットに目標を作成するには、allと
入力します。

•揮発性メモリとして設定されている永続メモリ
モジュールのメモリの割合を入力します。

•永続メモリのタイプを選択します。次のいずれ
かになります。
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目的コマンドまたはアクション

• app-direct:ソケットに接続されているすべ
ての永続メモリモジュールに対して 1つの
領域を設定します。

• app-direct-non-interleaved:永続メモリモ
ジュールごとに 1つの領域を設定します。

• UCS Cシリーズサーバのデフォルト
の永続メモリタイプは、AppDirectで
す。

• UCSM5 Sシリーズサーバのデフォル
トの永続メモリタイプは、App Direct
Non Interleavedです。

（注）

目標の作成を開始します。

すべてのソケットの目標が作成されます。2つの確認プロンプトで yと入力します。ステップ 4

例

次に、永続メモリモジュールの目標を作成する例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # create-goal ALL 14 app-direct
Configuration of goal will clear the existing regions and namespaces.
Do you want to forcefully apply the goal configuration?[y|N]y
Goal is configured
Configuration of Goal will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N]y
A system reboot has been initiated.
Server /chassis/persistent-memory #

Creating a Namespace

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server/chassis/persistent-memory # create namespace namespace name
4. Server /chassis/persistent-memory/namespace *#set capacity value
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5. Server /chassis/persistent-memory/namespace* # set mode {block \ raw}
6. Server/chassis/persistent-memory/namespace * # set socket-id {1 \ 2 \ 4}
7. Server/chassis/persistent-memory * # set socket-local-dimm-number {2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12}
8. Server /chassis/persistent-memory/namespace * # commit

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

名前スペースの名前を入力します。名前スペースの

作成を開始します。

Server/chassis/persistent-memory # create namespace
namespace name

ステップ 3

名前スペースのメモリ容量を GiBで入力します。Server /chassis/persistent-memory/namespace *#set
capacity value

ステップ 4

名前スペースの作成モードを開始します。Server /chassis/persistent-memory/namespace* # setmode
{block \ raw}

ステップ 5

名前スペースが作成された CPUソケット ID。Server/chassis/persistent-memory/namespace * # set
socket-id {1 \ 2 \ 4}

ステップ 6

この名前スペースが属する領域のローカルDIMM番
号。

Server/chassis/persistent-memory * # set
socket-local-dimm-number {2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12}

ステップ 7

このオプションは、永続メモリタイプが

App Direct Non Interleavedの場合にのみ使
用できます。

（注）

プロンプトで yと入力します。トランザクションを
システム設定にコミットします。

Server /chassis/persistent-memory/namespace * # commitステップ 8

例

次に、永続メモリの名前スペースを作成する例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # create namespace test1
Server /chassis/persistent-memory/namespace *# set capacity 12
Server/chassis/persistent-memory/namespace *# set mode block
Server /chassis/persistent-memory/namespace *# set socket-id 2
Server /chassis/persistent-memory/namespace *# set socket-local-dimm-number 4
Server /chassis/persistent-memory/namespace * # commit
Server /chassis/persistent-memory/namespace #
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Modifying a Goal

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # scope goal ALL
4. Server /chassis/persistent-memory/goal # set persistent-memory-type {app-direct |

app-direct-non-interleaved}
5. Server /chassis/persistent-memory/goal* # set volatile-memory-percentage percentage
6. Server /chassis/persistent-memory/goal* # commit

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

目標コマンドモードを開始します。Server /chassis/persistent-memory # scope goal ALLステップ 3

•すべてのソケットに目標を作成するには、allと
入力します。

•揮発性メモリとして設定されている永続メモリ
モジュールのメモリの割合を入力します。

目標の作成を開始します。

Server /chassis/persistent-memory/goal # set
persistent-memory-type {app-direct |
app-direct-non-interleaved}

ステップ 4 •永続メモリのタイプを選択します。次のいずれ
かになります。

• AppDirect:ソケットに接続されているすべ
ての永続メモリモジュールに対して 1つの
領域を設定します。

• App Direct Non Interleaved:永続メモリモ
ジュールごとに 1つの領域を設定します。
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目的コマンドまたはアクション

• UCS Cシリーズサーバのデフォルト
の永続メモリタイプは、AppDirectで
す。

• UCSM5 Sシリーズサーバのデフォル
トの永続メモリタイプは、App Direct
Non Interleavedです。

（注）

揮発性メモリとして設定されている永続メモリモ

ジュールのメモリの割合を入力します。

Server /chassis/persistent-memory/goal* # set
volatile-memory-percentage percentage

ステップ 5

プロンプトで yと入力します。トランザクションを
システム設定にコミットします。

Server /chassis/persistent-memory/goal* # commitステップ 6

例

次に、永続メモリモジュールの目標プロパティを変更する例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # scope goal ALL
Server /chassis/persistent-memory/goal # set persistent-memory-type app-direct
Server /chassis/persistent-memory/goal * # set volatile-memory-percentage 10
Server /chassis/persistent-memory/goal * # commit
Server /chassis/persistent-memory/goal #

ゴールの削除

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # delete-goal ALL

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

プロンプトで yと入力し、目標を削除します。Server /chassis/persistent-memory # delete-goal ALLステップ 3

例

次の例では、永続メモリ目標の削除方法を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # delete-goal ALL
Do you want to delete the pending goal configuration?[y|N]y
Pending goal configuration is deleted
Server /chassis/persistent-memory #

Deleting a Namespace

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server/chassis/persistent-memory # delete namespace Namespace Name
4. Server /chassis/persistent-memory * # commit

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

削除する名前スペースの名前を入力します。Server/chassis/persistent-memory # delete namespace
Namespace Name

ステップ 3

プロンプトで yと入力します。トランザクションを
システム設定にコミットします。選択した名前ス

ペースを削除します。

Server /chassis/persistent-memory * # commitステップ 4

例

次に、名前スペースを削除する例を示します。
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Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # delete namespace test1
Server /chassis/persistent-memory * # commit
Namespace test1 is deleted
Deletion of namespace will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N]y
Server /chassis/persistent-memory #

永続メモリ設定のエクスポート

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # scope import-export-config
4. Server /chassis/persistent-memory/import-export-config # export-config {remote-protocol |IP Adderss

|Persistent Memory Config file }

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

永続メモリ設定のインポートまたはエクスポートを

可能にするコマンドモードを開始します。

Server /chassis/persistent-memory # scope
import-export-config

ステップ 3

Server /chassis/persistent-memory/import-export-config
# export-config {remote-protocol |IP Adderss |Persistent
Memory Config file }

ステップ 4 •リモートサーバに接続するためのプロトコルを
指定します。次のいずれかのタイプを指定でき

ます。

• TFTP

• FTP

• SFTP

• SCP

• HTTP
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目的コマンドまたはアクション

• （注） Cisco UCS Cシリーズサーバでは、リ
モートサーバからファームウェアを

更新したときの、サーバのフィンガー

プリントの確認をサポートするように

なりました。このオプションは、リ

モートサーバタイプとして SCPまた
は SFTPを選択した場合にのみ使用で
きます。

このアクションを実行しながら、リ

モートサーバタイプとして SCPまた
は SFTPを選択した場合、「Server
(RSA) key fingerprint is
<server_finger_print _ID>Do you wish to
continue?」というメッセージが表示さ
れます。サーバフィンガープリント

の信頼性に応じて、[y]または [n]をク
リックします。

フィンガープリントはホストの公開

キーに基づいており、接続先のホスト

を識別または確認できます。

•設定ファイルのエクスポート先となるサーバの
IPv4または IPv6アドレス、またはホスト名。

•ファイルをリモートサーバにエクスポートする
ときに、Cisco IMCが使用する必要のあるパス
およびファイル名。

•システムがリモートサーバへのログインに使用
する必要のあるユーザ名。このフィールドは、

プロトコルが TFTPまたは HTTPの場合は適用
されません。

•リモートサーバのユーザ名のパスワード。この
フィールドは、プロトコルがTFTPまたはHTTP
の場合は適用されません。

永続メモリ設定のエクスポートを開始します。

例

次に、永続メモリ設定をエクスポートする例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
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Server /chassis/persistent-memory # scope import-export-config
Server /chassis/persistent-memory/import-export-config # export-config scp 10.10.10.10
/home/jygSJGkj/
Server (RSA) key fingerprint is xxxxxxxx
Do you wish to continue? [y/N]y
Username: xxxxxx
Password: *******
Persistent Memory Configuration exported successfully
Server /chassis/persistent-memory #

Importing Persistent Memory Configuration

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # scope import-export-config
4. Server /chassis/persistent-memory/import-export-config # import-config {remote-protocol |IP Adderss

|Persistent Memory Config file }

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

永続メモリ設定のインポートまたはエクスポートを

可能にするコマンドモードを開始します。

Server /chassis/persistent-memory # scope
import-export-config

ステップ 3

Server /chassis/persistent-memory/import-export-config
# import-config {remote-protocol |IP Adderss |Persistent
Memory Config file }

ステップ 4 •リモートサーバに接続するためのプロトコルを
指定します。次のいずれかのタイプを指定でき

ます。

• TFTP

• FTP

• SFTP

• SCP

• HTTP
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目的コマンドまたはアクション

• （注） Cisco UCS Cシリーズサーバでは、リ
モートサーバからファームウェアを

更新したときの、サーバのフィンガー

プリントの確認をサポートするように

なりました。このオプションは、リ

モートサーバタイプとして SCPまた
は SFTPを選択した場合にのみ使用で
きます。

このアクションを実行しながら、リ

モートサーバタイプとして SCPまた
は SFTPを選択した場合、「Server
(RSA) key fingerprint is
<server_finger_print _ID>Do you wish to
continue?」というメッセージが表示さ
れます。サーバフィンガープリント

の信頼性に応じて、[y]または [n]をク
リックします。

フィンガープリントはホストの公開

キーに基づいており、接続先のホスト

を識別または確認できます。

•設定ファイルのインポート先となるサーバの
IPv4または IPv6アドレス、またはホスト名。

•ファイルをリモートサーバにインポートすると
きに、Cisco IMCが使用する必要のあるパスお
よびファイル名。

•システムがリモートサーバへのログインに使用
する必要のあるユーザ名。このフィールドは、

プロトコルが TFTPまたは HTTPの場合は適用
されません。

•リモートサーバのユーザ名のパスワード。この
フィールドは、プロトコルがTFTPまたはHTTP
の場合は適用されません。

永続メモリ設定のインポートを開始します。

例

次に、永続メモリ設定をインポートする例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
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Server /chassis/persistent-memory # scope import-export-config
Server /chassis/persistent-memory/import-export-config # import-config scp 10.10.10.10
/home/jygSJGkj/AEP_UCSM2BIOS_EXPORT
Server (RSA) key fingerprint is xxxxxxxx
Do you wish to continue? [y/N]y
Username: xxxxxx
Password: *******Persistent Memory Configuration imported successfully
Import of Persistent Memory Configuration will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N]N
Configuration will be applied on next reboot.
Server /chassis/persistent-memory #

Resetting Persistent Memory Module to Factory Defaults
工場出荷時のデフォルトにリセットする機能は、永続メモリモジュールをスクラブするために

使用されます。リセットを実行すると、すべての DIMMが安全に消去され (すべての設定と
データが失われます)、DIMMは 100%メモリモードに復元されます。セキュリティは無効に
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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # factory-default
4. プロンプトでパスフレーズを入力します。

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

設定プロンプトで yと入力して、ホストをリブート
します。永続メモリモジュールを工場出荷時のデ

フォルトにリセットします。

Server /chassis/persistent-memory # factory-defaultステップ 3

•永続メモリは、C240 M5、C220 M5、
およびC480M5サーバのリブート後、
100%メモリモードで設定されます。

• S3260では、永続メモリは
Appdirectnoninterleaved永続メモリ
タイプを使用して 0%メモリに設定さ
れます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

プロンプトでパスフレーズを入力します。ステップ 4 セキュリティが有効な状態の場合にのみ、

パスフレーズを入力するように求められま

す。

（注）

プロンプトで yと入力します。

•永続メモリは、C240 M5、C220 M5、
およびC480M5サーバのリブート後、
100%メモリモードで設定されます。

• S3260では、永続メモリは
Appdirectnoninterleaved永続メモリ
タイプを使用して 0%メモリに設定さ
れます。

（注）

例

この例では、永続メモリモジュールを工場出荷時のデフォルトにリセットします。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # factory-default
This operation will reset the persistent memory configuration to factory default and
reboot the system.
All your configuration will be lost.
Continue?[y|N]y
A system reboot has been initiated.
Server /chassis/persistent-memory #

Enabling Security on Persistent Memory Module

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # enable-security
4. パスフレーズを入力し、それぞれのプロンプトでパスフレーズを確認します。
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手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

永続メモリモジュールのセキュリティを有効にしま

す。

Server /chassis/persistent-memory # enable-securityステップ 3

設定プロンプトで yと入力して、ホストをリブート
します。

パスフレーズを入力し、それぞれのプロンプトでパ

スフレーズを確認します。

ステップ 4

例

次に、永続メモリモジュールでセキュリティを有効にする例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # disable-security
Enter passphrase:********
Confirm passphrase:********
Enabling security will reboot the host. Do you want to continue?[y|N]y
A system reboot has been initiated.
Server /chassis/persistent-memory #

Disabling Security on Persistent Memory DIMMs

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # disable-security
4. プロンプトでパスフレーズを入力します。

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

永続メモリDIMMのセキュリティを無効にします。Server /chassis/persistent-memory # disable-securityステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

設定プロンプトで yと入力して、ホストをリブート
します。

プロンプトでパスフレーズを入力します。ステップ 4

例

次に、永続メモリモジュールのセキュリティを無効にする例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # disable-security
Enter passphrase:********
Disabling security will reboot the host. Do you want to continue?[y|N]y
A system reboot has been initiated.
Server /chassis/persistent-memory #

パスフレーズの変更

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。

•セキュリティが有効な状態である必要があります。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # modify-passphrase
4. それぞれのプロンプトで、既存のパスフレーズ、新規パスフレーズ、新規パスフレーズの

確認を入力します。

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

パスフレーズを変更します。Server /chassis/persistent-memory # modify-passphraseステップ 3

設定プロンプトで yと入力して、ホストをリブート
します。

それぞれのプロンプトで、既存のパスフレーズ、新

規パスフレーズ、新規パスフレーズの確認を入力し

ます。

ステップ 4
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例

次に、永続メモリモジュールのパスフレーズを変更する方法の例を示します。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # modify-passphrase
Enter Existing Passphrase:********
Enter New Passphrase: ********
Confirm New Passphrase:********
Modifying the passphrase will reboot the host. Do you want to continue?[y|N]y
A system reboot has been initiated.
Server /chassis/persistent-memory #

Performing Secure Erase on Persistent Memory Modules

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server /chassis/persistent-memory # secure-erase {Socket ID |Persistent Memory DIMM Number}
4. 永続メモリモジュールのデータを安全に消去します。プロンプトでパスフレーズを入力し

ます。

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

次のソケット IDと IMMの組み合わせを使用して、
DIMM上のデータを消去できます。

Server /chassis/persistent-memory # secure-erase {Socket
ID |Persistent Memory DIMM Number}

ステップ 3

•すべてのソケットとすべての DIMM IDとして
ソケット IDは、すべてのソケットのすべての
DIMMデータを消去します。

•ソケット IDとすべてを選択すると、選択した
ソケットのすべてのDIMMがロック解除されま
す。
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目的コマンドまたはアクション

•ソケット IDとDIMM IDを選択すると、選択し
たソケットの特定 DIMMがロック解除されま
す。

永続メモリモジュールのデータを安全に消去しま

す。プロンプトでパスフレーズを入力します。

ステップ 4 パスフレーズプロンプトは、セキュリティ

が有効状態になっている場合にのみ表示さ

れます。

（注）

設定プロンプトで yと入力して、ホストをリブート
します。

例

次に、ソケット 1の永続メモリ DIMM 2および 6のデータを安全に消去する例を示し
ます。

Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # secure-erase 1 2,6
Enter passphrase:********
All the pending configurations will be discarded and host will be rebooted.
Do you want to continue with secure erase?[y|N]y
Secure Erase sucessfully completed.
A system reboot has been initiated.
Server /chassis/persistent-memory #

永続メモリ DIMMのロック解除
DIMMを装着する場合のシナリオ:

•システムセキュリティが無効になっている場合、セキュリティが有効になっているDIMM
を装着すると、全体的なセキュリティステータスが混合状態になります。DIMMのセキュ
リティをロック解除して無効にするには、展開したセキュリティキーを使用して、新しく

装着した DIMMをロック解除する必要があります。

•システムセキュリティが有効になっている場合、セキュリティが有効になっているDIMM
を装着すると、全体的なセキュリティステータスが混合状態になります。展開したセキュ

リティキーを使用して、新しく装着した DIMMをロック解除する必要があります。ロッ
クを解除すると、DIMMのセキュリティキーがシステム展開キーに変更されます。

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。

Cisco UCS: Intel® Optane™データセンター永続メモリモジュールの設定と管理
57

Cisco IMCを使用した永続メモリモジュールの設定

永続メモリ DIMMのロック解除



手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server/chassis/persistent-memory # unlock-dimm {socket ID |DIMM Id}
4. プロンプトでパスフレーズを入力します。

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

次のソケット IDとDIMMの組み合わせを使用して、
DIMMのロックを解除できます。

Server/chassis/persistent-memory # unlock-dimm {socket
ID |DIMM Id}

ステップ 3

•ソケット IDとすべてを選択すると、選択した
ソケットのすべてのDIMMがロック解除されま
す。

•ソケット IDとDIMM IDを選択すると、選択し
たソケットの特定 DIMMがロック解除されま
す。

プロンプトで yと入力します。選択した永続メモリ
DIMMをロック解除します。

プロンプトでパスフレーズを入力します。ステップ 4

例

次に、ソケット 1の永続メモリ DIMM 2および 4をロック解除する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # unlock-dimm 1 2,4
Enter passphrase:********
Do you want to unlock the DIMM?[y|N]y
Unlock DIMM successful.
Server /chassis/persistent-memory #

Setting Persistent Memory Module Management Mode
永続メモリモジュールの設定は、Cisco IMCインターフェイスまたはホストツールを使用して
管理できます。Cisco IMC管理モードでは、Cisco IMCインターフェイスまたはホストツール
を使用して設定タスクを実行できます。Cisco IMC管理モードが無効になっている場合、Cisco
IMCインターフェイスを使用して設定を行うことはできません。
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Ciscoでは、すべてのセキュリティ操作と領域管理に Cisco IMCインターフェイスを使用する
ことを推奨します。また、必要に応じて、名前スペース設定に対してのみホストツールを使用

することを推奨します。

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。

手順の概要

1. Server # scope chassis
2. Server /chassis # scope persistent-memory
3. Server/chassis/persistent-memory # set mgmt-mode {host-managed \ imc-managed}
4. Server /chassis/persistent-memory * # commit

手順の詳細

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

永続メモリコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope persistent-memoryステップ 2

永続メモリ管理モードを設定できます。次のいずれ

かになります。

Server/chassis/persistent-memory # set mgmt-mode
{host-managed \ imc-managed}

ステップ 3

• host-managed:このオプションを選択すると、
永続メモリはホストによって管理されます。

• imc-managed:このオプションを選択すると、永
続メモリはCiscoIMCを使用して管理されます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

Server /chassis/persistent-memory * # commitステップ 4

例

次に、永続メモリモジュール管理を Cisco IMCモードに設定する例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope persistent-memory
Server /chassis/persistent-memory # set mgmt-mode imc-managed
Server /chassis/persistent-memory * commit#
Server /chassis/persistent-memory #
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第 4 章

Cisco IMC XML APIを使用した永続メモリ
モジュールの設定

•永続メモリモジュール XML APIの例（61ページ）

永続メモリモジュール XML APIの例
ここでは、Cisco IMCXMLAPIを使用して永続メモリモジュールのタスクを実行する例を記載
します。各例は、XML API要求に続き、Cisco IMCからの応答を示しています。

ここでは、次の設定例について説明します。

•永続メモリユニットインベントリの詳細の表示（62ページ）

•永続メモリ設定の詳細の表示（63ページ）

•永続メモリ領域の詳細の表示（63ページ）

•永続メモリの名前スペースの詳細の表示（64ページ）

•永続メモリの構成結果の表示（64ページ）

•永続メモリの名前スペースの構成結果の表示（64ページ）

•永続メモリの論理設定の表示（64ページ）

•永続メモリの目標の表示（65ページ）

•永続メモリの論理名前スペースの表示（65ページ）

•永続メモリの目標の設定（65ページ）

•保留中の目標の変更（66ページ）

•ゴールの削除（66ページ）

•名前スペースの設定（67ページ）

•保留中の名前スペースの変更（67ページ）

Cisco UCS: Intel® Optane™データセンター永続メモリモジュールの設定と管理
61



•名前スペースの削除（68ページ）

•目標と名前スペースの設定（68ページ）

•セキュリティの有効化の設定（69ページ）

•セキュリティの無効化の設定（69ページ）

•セキュアなパスフレーズの変更（70ページ）

• DIMMのロック解除（70ページ）

•安全な消去の設定（71ページ）

•永続メモリの工場出荷時のデフォルトへのリセット（71ページ）

•永続メモリ設定のエクスポート（72ページ）

•永続メモリ設定のインポート（72ページ）

•ホスト管理モードの設定（73ページ）

• Cisco IMC管理モードの設定（73ページ）

永続メモリユニットインベントリの詳細の表示

要求:
<configResolveClass cookie="1553603882/d1f622a3-84fe-14fe-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" classId="memoryPersistentMemoryUnit"/>

応答：

<configResolveClass cookie="1553603882/d1f622a3-84fe-14fe-8002-943e485a6970" response="yes"

classId="memoryPersistentMemoryUnit">
<outConfigs>
<memoryPersistentMemoryUnit array="1" location="DIMM_A2" capacity="128704" clock="2666"

formFactor="DIMM"
id="2" model="8089A2174700000C66 " operState="operable" operability="operable"
presence="equipped"
serial="00000C66" type="Logical non-volatile device" vendor="0x8900" visibility="yes"
width="64"
memoryTypeDetail="Synchronous Non-volatile " bankLocator="NODE 0 CHANNEL 0 DIMM 1"
socketId="1"
uid="8089-A2-1747-00000C66" totalCapacity="126" persistentMemoryCapacity="96"
memoryCapacity="29"
appDirectCapacity="96" reservedCapacity="0" firmwareVersion="1.0.0.4351"
healthState="Healthy"
socketLocalDimmNumber="2" securityStatus=" Enabled, UnLocked, Frozen, Count not expired
"
lastSecurityOperStatus="No Error" dn="sys/rack-unit-1/board/memarray-1/pmem-2"/>

<memoryPersistentMemoryUnit array="1" location="DIMM_D2" capacity="128704" clock="2666"
formFactor="DIMM"
id="8" model="8089A2174700000A63 " operState="operable" operability="operable"
presence="equipped"
serial="00000A63" type="Logical non-volatile device" vendor="0x8900" visibility="yes"
width="64"
memoryTypeDetail="Synchronous Non-volatile " bankLocator="NODE 0 CHANNEL 3 DIMM 1"
socketId="1"
uid="8089-A2-1747-00000A63" totalCapacity="126" persistentMemoryCapacity="96"
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memoryCapacity="29" appDirectCapacity="96" reservedCapacity="0"
firmwareVersion="1.0.0.4351"
healthState="Healthy" socketLocalDimmNumber="8"
securityStatus=" Enabled, UnLocked, Frozen, Count not expired " lastSecurityOperStatus="No
Error"
dn="sys/rack-unit-1/board/memarray-1/pmem-8"/>
</outConfigs>

</configResolveClass>

永続メモリ設定の詳細の表示

要求:
<configResolveClass cookie="1553603882/d1f622a3-84fe-14fe-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" classId="memoryPersistentMemoryConfiguration"/>

応答：

<configResolveClass cookie="1553603882/d1f622a3-84fe-14fe-8002-943e485a6970"
response="yes" classId="memoryPersistentMemoryConfiguration">
<outConfigs>
<memoryPersistentMemoryConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config"

configState="Configured"
totalCapacity="503" persistentMemoryCapacity="384" memoryCapacity="116"
reservedCapacity="0" numOfRegions="4"
numOfDimms="4" securityState="Unlocked-Frozen"/>
</outConfigs>

</configResolveClass>

永続メモリ領域の詳細の表示

要求:
<configResolveClass cookie="1553603882/d1f622a3-84fe-14fe-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" classId="memoryPersistentMemoryRegion"/>

応答：

<configResolveClass cookie="1553603882/d1f622a3-84fe-14fe-8002-943e485a6970" response="yes"

classId="memoryPersistentMemoryRegion">
<outConfigs>
<memoryPersistentMemoryRegion id="1" socketLocalDimmNumber="2" socketId="1"

interleavedSetId="7c4bda90ad238a22"
persistentMemoryType="AppDirectNonInterleaved" healthState="Healthy" totalCapacity="96"
freeCapacity="86"
dimmLocatorIds="DIMM_A2" dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/region-1"/>

<memoryPersistentMemoryRegion id="2" socketLocalDimmNumber="8" socketId="1"
interleavedSetId="5e37da90aa218a22" persistentMemoryType="AppDirectNonInterleaved"
healthState="Healthy"
totalCapacity="96" freeCapacity="96" dimmLocatorIds="DIMM_D2"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/region-2"/>

<memoryPersistentMemoryRegion id="3" socketLocalDimmNumber="2" socketId="2"
interleavedSetId="8105da90941c8a22" persistentMemoryType="AppDirectNonInterleaved"
healthState="Healthy" totalCapacity="96" freeCapacity="96" dimmLocatorIds="DIMM_G2"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/region-3"/>

<memoryPersistentMemoryRegion id="4" socketLocalDimmNumber="8"
socketId="2" interleavedSetId="d641da9036228a22"
persistentMemoryType="AppDirectNonInterleaved"
healthState="Healthy" totalCapacity="96" freeCapacity="96" dimmLocatorIds="DIMM_K2"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/region-4"/>
</outConfigs>

</configResolveClass>
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永続メモリの名前スペースの詳細の表示

要求:
<configResolveClass cookie="1553603882/d1f622a3-84fe-14fe-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" classId="memoryPersistentMemoryNamespace"/>

応答：

<configResolveClass cookie="1553603882/d1f622a3-84fe-14fe-8002-943e485a6970"
response="yes" classId="memoryPersistentMemoryNamespace">
<outConfigs>
<memoryPersistentMemoryNamespace name="TEST-91" operMode="raw"

capacity="10" labelVersion="1.2" uuid="894806e0-ecab-468d-8da4-5f74e6d2a7cb"
healthState="Healthy"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/region-1/ns-894806e0-ecab-468d-8da4-5f74e6d2a7cb"/>

</outConfigs>
</configResolveClass>

永続メモリの構成結果の表示

要求:
<configResolveClass cookie="1551864178/d8c72c79-8369-1369-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" classId="memoryPersistentMemoryConfigResult"/>

応答：

<configResolveClass cookie="1551864178/d8c72c79-8369-1369-8002-943e485a6970"
response="yes" classId="memoryPersistentMemoryConfigResult">
<outConfigs>
<memoryPersistentMemoryConfigResult

dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/cfg-result"
configState="Configured" configResult="NotApplicable" configError="Success"/>
</outConfigs>

</configResolveClass>

永続メモリの名前スペースの構成結果の表示

要求:
<configResolveClass cookie="1551335940/65142995-82ef-12ef-8002-d8e6ed6a0f70"
inHierarchical="false" classId="memoryPersistentMemoryNamespaceConfigResult"/>

応答：

<configResolveClass cookie="1551335940/65142995-82ef-12ef-8002-d8e6ed6a0f70"
response="yes" classId="memoryPersistentMemoryNamespaceConfigResult">
<outConfigs>
<memoryPersistentMemoryNamespaceConfigResult name=" TEST-91" socketId="1"

socketLocalDimmNumber="4" configStatus="Success"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/cfg-result/nscr-NSS-1"/>
</outConfigs>

</configResolveClass>

永続メモリの論理設定の表示

要求:
<configResolveClass cookie="1553603882/d1f622a3-84fe-14fe-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" classId="memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration"/>
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応答：

<configResolveClass cookie="1553603882/d1f622a3-84fe-14fe-8002-943e485a6970" response="yes"

classId="memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration">
<outConfigs>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"/>
</outConfigs>

</configResolveClass>

永続メモリの目標の表示

要求:
<configResolveClass cookie="1551867321/750375cb-836a-136a-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" classId="memoryPersistentMemoryGoal"/>

応答：

<configResolveClass cookie="1551867321/750375cb-836a-136a-8002-943e485a6970"
response="yes" classId="memoryPersistentMemoryGoal">
<outConfigs>
<memoryPersistentMemoryGoal socketId="ALL" memoryModePercentage="70"

persistentMemoryType="app-direct-non-interleaved"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/goal-ALL"/>
</outConfigs>

</configResolveClass>

永続メモリの論理名前スペースの表示

要求:
<configResolveClass cookie="1553667047/a46f89ac-850d-150d-8004-943e485a6970"
inHierarchical="false" classId="memoryPersistentMemoryLogicalNamespace"/>

応答：

<configResolveClass cookie="1553667047/a46f89ac-850d-150d-8004-943e485a6970" response="yes"

classId="memoryPersistentMemoryLogicalNamespace">
<outConfigs>
<memoryPersistentMemoryLogicalNamespace socketId="1" socketLocalDimmNumber="2"

name="ns2" capacity="5"
mode="raw" dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/lns-ns2"/>

<memoryPersistentMemoryLogicalNamespace socketId="1" socketLocalDimmNumber="2"
name="ns1" capacity="5"
mode="raw" dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/lns-ns1"/>
</outConfigs>

</configResolveClass>

永続メモリの目標の設定

要求:
<configConfMo cookie="1553659537/970809a2-850b-150b-8002-943e485a6970"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="yes">
<memoryPersistentMemoryGoal dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/goal-ALL"
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rn="goal-ALL" socketId="ALL" memoryModePercentage="50"
persistentMemoryType="app-direct"/>

</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>
</inConfig>

</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553659537/970809a2-850b-150b-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no"
adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed" status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

保留中の目標の変更

要求:
<configConfMo cookie="1553664656/92a5bb89-850d-150d-8003-943e485a6970"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="yes" mgmtMode="imc-managed">
<memoryPersistentMemoryGoal dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/goal-ALL"

memoryModePercentage="70" persistentMemoryType="app-direct" status="modified"/>
</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>

</inConfig>
</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

ゴールの削除

要求:
<configConfMo cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="yes">
<memoryPersistentMemoryGoal dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/goal-ALL"

socketId="ALL"
status="deleted"/>

</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>
</inConfig>

</configConfMo>

応答：
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<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

名前スペースの設定

要求:
<configConfMo cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="yes">
<memoryPersistentMemoryLogicalNamespace

dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/lns-ns1" rn="lns-ns1" name="ns1" socketId="1"

socketLocalDimmNumber="2" mode="raw" capacity="25"/>
</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>

</inConfig>
</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no"
adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed" status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

保留中の名前スペースの変更

要求:
<configConfMo cookie="1553664656/92a5bb89-850d-150d-8003-943e485a6970"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="yes" mgmtMode="imc-managed">
<memoryPersistentMemoryLogicalNamespace

dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/lns-ns1" rn="lns-ns1"
socketId="1" socketLocalDimmNumber="2" mode="raw" capacity="5" status="modified"/>

</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>
</inConfig>

</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
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status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

名前スペースの削除

要求:
<configConfMo cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="yes">
<memoryPersistentMemoryLogicalNamespace name="ns1" status="deleted"/>

</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>
</inConfig>

</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

目標と名前スペースの設定

要求:
<configConfMo cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="yes" mgmtMode="imc-managed">
<memoryPersistentMemoryGoal dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/goal-ALL"

memoryModePercentage="70"
persistentMemoryType="app-direct-non-interleaved"/>

<memoryPersistentMemoryLogicalNamespace
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/lns-ns2" rn="lns-ns2"
socketId="1" socketLocalDimmNumber="2" mode="raw" capacity="5"/>

<memoryPersistentMemoryLogicalNamespace
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/lns-ns1" rn="lns-ns1"
socketId="1" socketLocalDimmNumber="2" mode="raw" capacity="5"/>

</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>
</inConfig>

</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
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</outConfig>
</configConfMo>

セキュリティの有効化の設定

要求:
<configConfMo cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

adminAction="enable-security" forceConfig="yes" rebootOnUpdate="yes">
<memoryPersistentMemorySecurity

dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security"
rn="pmemory-security">

<memoryPersistentMemoryLocalSecurity
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security/local"
rn="local" securePassphrase="password"/>

</memoryPersistentMemorySecurity>
</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>

</inConfig>
</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

セキュリティの無効化の設定

要求:
<configConfMo cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

adminAction="disable-security" forceConfig="yes" rebootOnUpdate="yes">
<memoryPersistentMemorySecurity

dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security"
rn="pmemory-security">

<memoryPersistentMemoryLocalSecurity
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security/local"
rn="local" deployedSecurePassphrase=”password"/>

</memoryPersistentMemorySecurity>
</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>

</inConfig>
</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
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rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

セキュアなパスフレーズの変更

要求:
<configConfMo cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

adminAction="modify-passphrase" forceConfig="yes" rebootOnUpdate="yes">
<memoryPersistentMemorySecurity

dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security"
rn="pmemory-security">

<memoryPersistentMemoryLocalSecurity
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security/local"
rn="local" securePassphrase="newpassword" deployedSecurePassphrase="password"/>

</memoryPersistentMemorySecurity>
</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>

</inConfig>
</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

DIMMのロック解除

要求:
<configConfMo cookie="1553519711/f92b8b8f-84eb-14eb-8002-d8e6ed6a0f70"
inHierarchical="false" dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

adminAction="unlock-dimms" rebootOnUpdate="yes">
<memoryPersistentMemorySecurity

dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security"
rn="pmemory-security">

<memoryPersistentMemoryLocalSecurity
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security/local"
rn="local" deployedSecurePassphrase="password"/>

</memoryPersistentMemorySecurity>
<memoryPersistentMemoryDimms rn="pmemory-dimms-1" socketId="1"

socketLocalDimmNumbers="2"/>
</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>

</inConfig>
</configConfMo>
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応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

安全な消去の設定

要求:
<configConfMo cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

adminAction="secure-erase" forceConfig="yes" rebootOnUpdate="yes">
<memoryPersistentMemorySecurity

dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security"
rn="pmemory-security">

<memoryPersistentMemoryLocalSecurity
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security/local"
rn="local" deployedSecurePassphrase="password"/>

</memoryPersistentMemorySecurity>
<memoryPersistentMemoryDimms rn="pmemory-dimms-1" socketId="1"

socketLocalDimmNumbers="2"/>
</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>

</inConfig>
</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

永続メモリの工場出荷時のデフォルトへのリセット

要求:
<configConfMo cookie="1553669878/b263ca00-850e-150e-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

adminAction="reset-factory-default" forceConfig="yes" rebootOnUpdate="yes">
<memoryPersistentMemorySecurity

dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security"
rn="pmemory-security">

<memoryPersistentMemoryLocalSecurity
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig/pmemory-security/local"
rn="local" deployedSecurePassphrase="password"/>
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</memoryPersistentMemorySecurity>
</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>

</inConfig>
</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

永続メモリ設定のエクスポート

要求:
<configConfMo cookie="1553668752/ca5726fe-850d-150d-8002-943e485a6970"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/export-config">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryBackup dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/export-config"

proto="sftp" hostname="10.10.10.10" remoteFile="FilePath" user="xxx"
pwd="password"> </memoryPersistentMemoryBackup>
</inConfig>

</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/export-config"
cookie="1553668752/ca5726fe-850d-150d-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryBackup dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/export-config"

fsmDescr="export-config" proto="none" hostname="" remoteFile="" user="" pwd=""
fsmStatus="success"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

永続メモリ設定のインポート

要求:
<configConfMo cookie="1553668752/ca5726fe-850d-150d-8002-943e485a6970"
dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/import-config">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryImporter dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/import-config"

rebootOnUpdate="no" proto="sftp" hostname="10.10.10.10" remoteFile="FilePath"
user="xxx" pwd="password"> </memoryPersistentMemoryImporter>
</inConfig>

</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/import-config"
cookie="1553668752/ca5726fe-850d-150d-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryImporter dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-config/import-config"
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fsmDescr="import-config" proto="none" hostname="" remoteFile="" user="" pwd=""
fsmStatus="success"
rebootOnUpdate="yes" status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

ホスト管理モードの設定

要求:
<configConfMo cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

mgmtMode="host-managed" forceConfig="no" rebootOnUpdate="no">
</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>
</inConfig>

</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="host-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>

Cisco IMC管理モードの設定

要求:
<configConfMo cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970"
inHierarchical="false" dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig">
<inConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

mgmtMode="imc-managed" forceConfig="no" rebootOnUpdate="no">
</memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration>
</inConfig>

</configConfMo>

応答：

<configConfMo dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"
cookie="1553660570/86d0435c-850c-150c-8002-943e485a6970" response="yes">
<outConfig>
<memoryPersistentMemoryLogicalConfiguration dn="sys/rack-unit-1/board/pmemory-lconfig"

rebootOnUpdate="no" forceConfig="no" adminAction="no-op" mgmtMode="imc-managed"
status="modified"/>
</outConfig>

</configConfMo>
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第 II 部

Cisco UCS Managerを使用した永続メモリ
の設定

• Cisco UCS Managerを使用した永続メモリの設定（77ページ）
• Cisco UCS Manager CLIを使用した永続メモリの設定（107ページ）





第 5 章

Cisco UCS Managerを使用した永続メモリ
の設定

• Creating a Persistent Memory Policy（78ページ）
• Including a Persistent Memory Policy in a Service Profile（78ページ）
• Removing a Persistent Memory Policy from a Service Profile（79ページ）
•ゴールの作成（80ページ）
• Creating a Namespace（81ページ）
•ローカルセキュリティ設定の作成（83ページ）
•永続メモリポリシーの変更（84ページ）
•目標の変更（84ページ）
• Modifying a Namespace（85ページ）
•ローカルセキュリティ設定の変更（86ページ）
•永続メモリポリシーの削除（86ページ）
•ゴールの削除（86ページ）
•名前スペースの削除（87ページ）
•ローカルセキュリティ設定の削除（88ページ）
•永続メモリの物理設定とインベントリ（88ページ）
•サーバ上で永続メモリモジュールを表示する（89ページ）
• Viewing Persistent Memory Module Properties（91ページ）
•永続メモリモジュールでの安全消去の実行（96ページ）
•外部永続メモリモジュールのロック解除（97ページ）
•サーバの永続メモリ設定の表示（98ページ）
•サーバ上のすべての永続メモリモジュールでの安全消去の実行（99ページ）
•サーバ上の領域の表示（100ページ）
• Viewing Region Properties（102ページ）
•サーバ上の名前スペースの表示（103ページ）
• Viewing Namespace Properties（104ページ）
• Performing Persistent Memory Scrub（105ページ）
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•サービスプロファイルおよびスクラブポリシーと選択した永続メモリスクラブとの関連
付け解除（105ページ）

•選択した永続メモリスクラブでサーバを工場出荷時のデフォルトにリセットする（106
ページ）

Creating a Persistent Memory Policy

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 [Persistent Memory policy (永続メモリポリシー)]を右クリックし、[Create persistent memory policy (永続
メモリポリシーの作成)]を選択します。

ステップ 5 [Create Persistent Memory Policy (永続メモリポリシーの作成)]ダイアログックスの [Properties (プロパ
ティ)]領域で、次の情報を入力します。

説明名前

永続メモリポリシーの名前。これは必須フィールドです。[Name]フィールド

ポリシーの簡単な説明。[Description]フィールド

ステップ 6 目標を作成するには、[Create Persistent Memory Policy (永続メモリポリシーの作成)]ダイアログックスの
[Goals (目標)]領域にある [Add (追加)]ボタンをクリックし、フィールドに値を入力します。

ゴールの作成（80ページ）詳細情報

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 名前スペースを作成するには、[Create Persistent Memory Policy (永続メモリポリシーの作成)]ダイアログ
ックスの [ConfigureNamespace (名前スペースの設定)]領域にある [Add (追加)]ボタンをクリックし、フィー
ルドに値を入力します。

Creating a Namespace（81ページ）詳細情報

ステップ 9 [OK]をクリックします。

Including a Persistent Memory Policy in a Service Profile
Cisco UCS Managerで永続メモリを管理する永続メモリポリシーを使用する前に、永続メモリ
ポリシーをサービスプロファイルに含む必要があります。永続メモリポリシーをサービスプ
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ロファイルに含めた後、サービスプロファイルとCiscoUCSサーバを関連付けることができま
す。

サーバに関連付けられているサービスプロファイルに永続メモリポリシーを含む場合、サー

バの永続メモリ設定は UCS-managedです。UCS管理モードでは、Cisco UCS Managerまたは
ホストツールを使用して永続メモリモジュールを設定および管理できます。

サーバに関連付けられているサービスプロファイルに永続メモリポリシーが含まれない場合、

サーバの永続メモリ設定は host-managedです。ホスト管理モードでは、ホストツールを使用
して永続メモリモジュールを設定および管理できます。

次の手順では、サービスプロファイルに永続メモリポリシーを含む方法を説明しています。

始める前に

サービスプロファイルに含む永続メモリポリシーを作成します。

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 (サーバ)] > [Service Profiles (サービスプロファイル)]

ステップ 3 永続メモリポリシーを含むサービスプロファイルを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 5 [Policies (ポリシー)]領域で、[Persistent Memory Policy (永続メモリポリシー)]を展開します。

ステップ 6 [Persistent Memory Policy (永続メモリポリシー)]ドロップダウンリストから、このサービスプロファイル
に含める永続メモリポリシーを選択します。

ステップ 7 [Save Changes]をクリックします。

永続メモリポリシーは、サービスプロファイルが関連付けられているサーバ上で適用されま

す。

Removing a Persistent Memory Policy from a Service Profile
永続メモリポリシーをサービスプロファイルから削除しても、領域または名前スペースの設

定は変更されません。これにより、UCS管理からホスト管理型に永続メモリが変更されます。
次の手順では、サービスプロファイルから永続メモリポリシーを削除する方法を説明してい

ます。

サーバに関連付けられているサービスプロファイルから永続メモリポリシーを削除した後、

永続メモリ設定に関して、サーバはホスト管理対象と見なされます。

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 (サーバ)] > [Service Profiles (サービスプロファイル)]

ステップ 3 永続メモリポリシーを削除するサービスプロファイルを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。
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ステップ 5 [Policies (ポリシー)]領域で、[Persistent Memory Policy (永続メモリポリシー)]を展開します。

ステップ 6 [PersistentMemory Policy (永続メモリポリシー)]ドロップダウンリストから、[< not set >]を選択します。

ステップ 7 [Save Changes]をクリックします。

永続メモリポリシーは、サービスプロファイルと関連付けられたサーバから削除されます。

ゴールの作成

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 目標を作成する組織のノードを展開します。

ステップ 4 目標を作成する永続メモリポリシーを選択します。

ステップ 5 [General (全般)]タブの [Goal (目標)]領域で、[Add (追加)]ボタンをクリックします。

ステップ 6 [Create Goals (目標の作成)]ダイアログボックスに、次の情報を入力します。

説明名前

設定された目標が適用されている CPUソケット。

デフォルトのオプションは [All-Sockets (すべてのソケット)]です。

[Socket ID (ソケット ID)]オプショ
ンボタン

揮発性メモリとして設定されている永続メモリモジュールのメモリ

の割合。

•メモリモードが100%に設定されている場合は、完全に揮発性メ
モリとして使用できます。

•メモリモードが 0%に設定されている場合は、App Direct Mode
になり、永続メモリとして完全に使用できます。

•メモリモードが x%に設定されている場合、 x%はメモリとして
使用され、残りは永続メモリとして使用されます。これは [Mixed
Mode (混合モード)]と呼ばれます。

（注） • UCS M5 Bシリーズおよび Cシリーズサーバのデフォ
ルトのメモリモードの割合は 100%です。

• UCS M5 Sシリーズサーバのデフォルトのメモリモー
ドの割合は 0%です。

[MemoryMode (%) (メモリモード
(%))]フィールド
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説明名前

永続メモリのタイプ。次のいずれかになります。

• App Direct:ソケットに接続されているすべての永続メモリモ
ジュールに対して 1つの領域を設定します。

• App Direct Non Interleaved:永続メモリモジュールごとに 1つの
領域を設定します。

[PersistentMemory Type (永続メモ
リタイプ)]オプションボタン

ステップ 7 [OK]をクリックします。

Creating a Namespace

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 名前スペースを作成する組織のノードを展開します。

ステップ 4 名前スペースを作成する永続メモリポリシーを選択します。

ステップ 5 [General (全般)]タブの [Configure Namespace (名前スペースの設定)]領域で、[Add (追加)]ボタンをクリッ
クします。

ステップ 6 [Create Namespace (名前スペースの作成)]ダイアログボックスに、次の情報を入力します。

説明名前

名前スペースの名前。

名前スペース名には、次の制約があります。

•長さは 1 ~ 63文字である必要があります。

•最初の文字は文字 (A ~ Zまたは a ~ z)、数字 (0 ~ 9)、または特殊
文字 (#、-、または _)である必要があります。

•残りの文字は、文字 (A ~ Zまたは a ~ z)、数字 (0～ 9)、および
特殊文字 (#、-、_、スペース)の組み合わせにすることができま
す。

[Name]フィールド
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説明名前

この名前スペースが属する領域のCPUソケット ID。ここに表示され
る値は次のとおりです。

•ソケット 1

•ソケット 2

•ソケット 3

•ソケット 4

[Socket ID (ソケット ID)]ドロップ
ダウンリスト

この名前スペースが属する領域のローカル DIMM番号。ここに表示
される値は次のとおりです。

• N/A

これは、アAppDirect永続メモリタイプで使用できる唯一のオプ
ションです。

•ソケットローカル DIMM 2

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 4

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 6

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 8

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 10

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 12

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

[Socket Local DIMM Number (ソ
ケットのローカル DIMM番号)]ド
ロップダウンリスト

Cisco UCS: Intel® Optane™データセンター永続メモリモジュールの設定と管理
82

Cisco UCS Managerを使用した永続メモリの設定
Creating a Namespace



説明名前

名前スペースが作成されるモード。ここに表示される値は次のとおり

です。

• Raw

•ブロック（Block）

[Mode]オプションボタン

名前スペースのメモリ容量を (GiB)。[Capacity]フィールド

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ローカルセキュリティ設定の作成

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 永続メモリセキュリティを設定する組織のノードを展開します。

ステップ 4 セキュリティを設定する永続メモリポリシーを選択します。

ステップ 5 [Security (セキュリティ)]タブの [Actions (アクション)]領域で、[Create Local Security (ローカルセキュリ
ティの作成)]をクリックします。

ステップ 6 [Create Local Security (ローカルセキュリティの作成)]ダイアログボックスに、次の情報を入力します。

説明名前

永続メモリポリシーに設定するセキュアパスフレーズ。

セキュアパスフレーズには次の制約が含まれます。

•長さは 8～ 32文字にする必要があります。

•これらの文字 (A-Zまたは a-z)、数字 (0-9)、特殊文字 (!、@、#、
$、%、^、&、*、-、_、+、=)を組み合わせることができます。

[Secure Passphrase (セキュアパスフ
レーズ)]フィールド

永続メモリポリシーのために現在展開されているセキュアパスフ

レーズ。

設定しているサーバに以前の展開からのセキュアなパスフレーズが

ある場合は、展開されたセキュアパスフレーズが必要です。これは

セキュアパスフレーズが変更された場合にのみ必要です。

[Deployed Secure Passphrase (展開さ
れたセキュアパスフレーズ)]フィー
ルド

ステップ 7 [OK]をクリックします。
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永続メモリポリシーの変更

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 [Persistent Memory policy (永続メモリポリシー)]を展開し、変更する永続メモリポリシーを選択します。

ステップ 4 [General (全般)]タブの [Properties (プロパティ)]領域で、次のように変更します。

a) [Description (全般)]フィールド：ポリシーの簡単な説明を入力します。
b) [Force configuration (設定の適用)]チェックボックス:関連付けられているすべてのサーバの設定を適用
するには、このチェックボックスをオンにします。これをデフォルトの状態に戻すには、このチェッ

クボックスをオフにします。

ステップ 5 [Save Changes]をクリックします。

目標の変更
目標の変更により、永続メモリに現在保存されているデータが喪失する可能性があります。

目標の変更は破棄操作のため、目標を変更する前に [Force Configuration (設定を適用する)]
チェックボックスをオンにする必要があります。

永続メモリタイプを変更する前に、既存の名前スペースを削除します。これは、App Direct
永続メモリタイプで、各名前スペースに DIMM番号を指定していないためです。App Direct
Non Interleaved永続メモリタイプでは、各名前スペースに DIMM番号が指定されています。

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 [Persistent Memory policy (永続メモリポリシー)]を展開し、目標を変更する永続メモリポリシーを選択し
ます。

ステップ 4 [General (全般)]タブの [Properties (プロパティ)]タブで、[Force Configuration (設定の適用)]チェックボッ
クスをチェックします。

ステップ 5 [General (一般)]タブの [Goal (目標)]領域で、変更する目標を選択し、[Modify (変更)]をクリックします。

ステップ 6 表示されるダイアログボックスで、次のように変更します。

a) [Memory Mode (%) (メモリモード (%))フィールドに、揮発性メモリとして設定されている永続メモ
リモジュールのメモリの割合を入力します。

• UCSM5BシリーズおよびCシリーズサーバのデフォルトのメモリモードの割合は 100%
です。

• UCS M5 Sシリーズサーバのデフォルトのメモリモードの割合は 0%です。

（注）
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b) [Persistent Memory Type (永続メモリタイプ)]を選択します。

• App Direct:ソケットに接続されているすべての永続メモリモジュールに対して 1つの領域を設定
します。

• App Direct Non Interleaved:永続メモリモジュールごとに 1つの領域を設定します。

永続メモリタイプを変更するには、既存の名前スペースをまず削除します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 [General (全般)]タブで、[Save Changes (変更の保存)]をクリックします。

Modifying a Namespace
名前スペースを含む永続メモリポリシーがサーバによって参照されない場合にのみ、名前ス

ペースを変更できます。名前スペースを含む永続メモリポリシーがサーバによって参照されな

い場合、名前スペースの変更操作は許可されません。

次の手順は、名前スペースを含む永続メモリポリシーがサーバによって参照されていない場合

にのみ適用されます。

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 [Persistent Memory policy (永続メモリポリシー)]を展開し、名前スペースを変更する永続メモリポリシー
を選択します。

ステップ 4 [General (全般)]タブの [Namespaces (名前スペース)]領域で、変更する名前スペースを選択し、[Modify (変
更)]をクリックします。

ステップ 5 表示されるダイアログボックスで、次のように変更します。

a) 名前スペースの永続メモリモードを選択します。

• Raw

•ブロック（Block）

b) [Capacity (容量)]フィールドで、名前スペースの容量を変更します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [General (全般)]タブで、[Save Changes (変更の保存)]をクリックします。

Cisco UCS: Intel® Optane™データセンター永続メモリモジュールの設定と管理
85

Cisco UCS Managerを使用した永続メモリの設定
Modifying a Namespace



ローカルセキュリティ設定の変更

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 永続メモリセキュリティを変更する組織のノードを展開します。

ステップ 4 セキュリティを変更する永続メモリポリシーを選択します。

ステップ 5 [Security (セキュリティ)]タブの [Local security (ローカルセキュリティ)]領域に、次の情報を入力します。

説明名前

永続メモリポリシーに設定される新しいセキュアなパスフレーズ。[Secure Passphrase (セキュアなパス
フレーズ)]フィールド

永続メモリポリシーのために現在展開されているセキュアパスフ

レーズ。

このフィールドで入力したセキュアなパスフレーズは、現在展開さ

れているセキュアなパスフレーズと一致する必要があります。

[Deployed Secure Passphrase (展開さ
れたセキュアパスフレーズ)]フィー
ルド

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

永続メモリポリシーの削除
ポリシーがサーバにより参照された場合、永続メモリポリシーを削除できません。サーバによ

り参照されない場合に永続メモリポリシーを削除するには、次の手順に従います。

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 [Work (作業)]ペインの [PersistentMemory policy (永続メモリポリシー)]を展開し、名前スペースを削除す
る永続メモリポリシーを選択します。

ステップ 4 [削除（Delete）]をクリックします。

ステップ 5 [Yes (はい)]をクリックして削除を確認します。

ゴールの削除
UCSM5BシリーズおよびCシリーズサーバでは、目標を削除すると、関連付けられたサーバ
上で関連するすべての領域と名前スペースを削除し、セキュリティを無効にします。UCS M5
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Sシリーズサーバでは、目標を削除すると、関連付けられたサーバ上ですべての名前スペース
を削除し、セキュリティを無効にします。目標を削除することで、永続メモリモジュールをデ

フォルト状態に戻します。永続メモリモジュールのデフォルト状態は、次のとおりです。

• UCSM5 Bシリーズおよび Cシリーズサーバ: 100%メモリモードおよびApp Direct永続メ
モリタイプ

• UCS M5 Sシリーズサーバ: 0%メモリモードおよび App Direct Non Interleaved永続メモ
リタイプ

目標の削除は破棄操作のため、目標を削除する前に [Force Configuration (設定を適用する)]
チェックボックスをオンにする必要があります。

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 [Persistent Memory policy (永続メモリポリシー)]を展開し、目標を削除する永続メモリポリシーを選択し
ます。

ステップ 4 [General (全般)]タブの [Properties (プロパティ)]タブで、[Force Configuration (設定の適用)]チェックボッ
クスをチェックします。

ステップ 5 [General (一般)]タブの [Goals (目標)]領域で、削除する目標を選択し、[Delete (削除)]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [General (全般)]タブで、[Save Changes (変更の保存)]をクリックします。

名前スペースの削除
名前スペースを削除すると、名前スペースに現在保存されているデータは失われます。

名前スペースの削除は破棄操作のため、名前スペースを削除する前に [Force Configuration (設
定を適用する)]チェックボックスをオンにする必要があります。

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 [Persistent Memory policy (永続メモリポリシー)]を展開し、名前スペースを削除する永続メモリポリシー
を選択します。

ステップ 4 [General (全般)]タブの [Properties (プロパティ)]タブで、[Force Configuration (設定の適用)]チェックボッ
クスをチェックします。

ステップ 5 [General (全般)]タブの [Namespaces (名前スペース)]領域で、削除する名前スペースを選択し、[Delete (削
除)]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックします。
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ステップ 7 [General (全般)]タブで、[Save Changes (変更の保存)]をクリックします。

ローカルセキュリティ設定の削除
セキュリティ設定を削除すると、セキュリティが無効になります。

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 永続メモリセキュリティを削除する組織のノードを展開します。

ステップ 4 ローカルセキュリティを削除する永続メモリポリシーを選択します。

ステップ 5 [Security (セキュリティ)]タブの [Actions (アクション)]領域で、[Delete Local Security (ローカルセキュリ
ティの削除)]をクリックします。

ステップ 6 表示される [Delete (削除)]確認ダイアログボックスで [Yes]をクリックします。

永続メモリの物理設定とインベントリ
Bシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズサーバ上のすべての永続メモリモジュールの物理インベ
ントリと設定を表示できます。詳細については、次のパラメータを参考にしてください。

• DIMM:永続メモリモジュールのプロパティ。

同じサーバ上の永続メモリモジュールは、単一のセキュアなパスフレーズを使用してロッ

クされます。ロックされた永続メモリモジュールが別のサーバから復元された場合は、新

しいサーバから管理する前に、ロックを解除する必要があります。

•設定:サーバレベルの永続メモリの全体的な設定。

•領域:サーバ上のすべての領域のプロパティ。

領域とは、1個以上の名前スペースに分割可能な 1個以上の永続メモリモジュールのグ
ループです。領域は、目標の作成時に選択された永続メモリタイプに基づいて作成されま

す。

App Direct:ソケットに接続されているすべての永続メモリモジュールに対して、永続メ
モリタイプは 1つの領域を設定します。AppDirectNon Interleaved永続メモリタイプは、
メモリモジュールごとに 1つの領域を設定します。

•名前スペース:サーバで使用可能なすべての論理名前スペースのプロパティ。

これらの名前スペースは、ホストOSによってブロックデバイスまたは rawデバイスとし
て認識されます。
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安全消去

サーバ上の特定の永続メモリモジュールまたはすべての永続メモリモジュールで、安全な消

去を実行できます。この操作により、領域データと名前スペースが削除されます。

安全消去の操作では、セキュリティが有効になっている場合セキュアなパスフレーズを入力す

る必要があります。セキュリティが無効になっている場合、安全な消去操作にはセキュアなパ

スフレーズは必要ありません。

サーバ上で永続メモリモジュールを表示する
Bシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズサーバ上のすべての永続メモリモジュールのインベント
リを表示できます。

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

ステップ 2 次のパスのいずれかを使用して、サーバに展開します。

•ブレードサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Chassis (シャーシ)] > [Chassis Number (シャーシ番号)] >
[Servers (サーバ)]の順に展開します。

•ラックマウントサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Rack Mounts (ラックマウント)] > [Servers (サー
バ)]の順に展開します。

ステップ 3 永続メモリモジュールインベントリを表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work (作業)]ペインで、[Inventory (インベントリ)]タブをクリックし、[Storage (ストレージ)]サブタブを
クリックします。

ステップ 5 [DIMMS]サブタブをクリックします。次の情報が表示されます。

説明名前

1つ以上の永続メモリモジュールを選択できるチェックボックス。

この機能は、外部 DIMMのロック解除の安全消去アクションのみに
使用します。

[Select]カラム

ナビゲーションツリーを使用して、特定のコンポーネントおよびその

サブコンポーネントを表示することができます。コンポーネントを右

クリックすると、そのコンポーネントに使用できる処理を表示できま

す。

[Name]カラム

メモリバスが実行されている速度 (メガヘルツ単位)。[Clock (MHZ) (クロック (MHZ))]
カラム

永続メモリモジュールが装着されている場所。[Location (ロケーション)]カラム
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説明名前

永続メモリモジュールの CPUソケット ID。ここに表示される値は次
のとおりです。

•ソケット 1

•ソケット 2

•ソケット 3

•ソケット 4

[Socket ID (ソケット ID)]カラム

永続メモリモジュールのローカル DIMM番号。ここに表示される値
は次のとおりです。

• N/A

これは、アAppDirect永続メモリタイプで使用できる唯一のオプ
ションです。

•ソケットローカル DIMM 2

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 4

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 6

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 8

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 10

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 12

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

[Socket Local DIMM Number (ソ
ケットのローカル DIMM番号)]
column

永続メモリモジュールのヘルスステータス。[Health]カラム
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説明名前

永続メモリモジュールのセキュリティステータス。セキュリティ状

態は次のいずれかになります。

•無効、ロック解除、フリーズ、カウントの有効期限が切れていな
い—セキュリティが無効、セキュアなパスフレーズが設定されて
いない、ホストOSにより永続メモリモジュールを設定および使
用可能だが、これらの永続メモリモジュールのセキュリティを設

定できない、再試行カウントが期限切れではない

•無効、ロック解除、フリーズしていない、カウントの有効期限が
切れていない—セキュリティが無効、セキュアなパスフレーズが
設定されていない、永続メモリモジュールを設定可能だが、再試

行カウントが期限切れではない

•有効、ロック解除、フリーズ、カウントの有効期限が切れていな
い—セキュリティが有効、永続メモリモジュールのがロック解除
されている、ホストOSにより永続メモリモジュールを設定およ
び使用可能だが、これらの永続メモリモジュールのセキュリティ

を設定できない、再試行カウントが期限切れではない

•有効、ロック、フリーズしていない、カウントの有効期限が切れ
ていない—セキュリティが有効、セキュアなパスフレーズを使用
して永続メモリモジュールのがロックされている、永続メモリ

モジュールを設定可能、再試行カウントが期限切れではない

•有効、ロック、フリーズしていない、カウントの有効期限が切れ
ている—セキュリティが有効、セキュアなパスフレーズを使用し
て永続メモリモジュールのがロックされている、永続メモリモ

ジュールを設定可能、再試行カウントが期限切れ

[Status]カラム

永続メモリモジュールのファームウェアバージョン。[Firmware Version]カラム

GiBの永続メモリモジュールの合計容量。[Total Capacity (合計容量)]カラム

Viewing Persistent Memory Module Properties

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

ステップ 2 次のパスのいずれかを使用して、サーバに展開します。

•ブレードサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Chassis (シャーシ)] > [Chassis Number (シャーシ番号)] >
[Servers (サーバ)]の順に展開します。
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•ラックマウントサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Rack Mounts (ラックマウント)] > [Servers (サー
バ)]の順に展開します。

ステップ 3 永続メモリモジュールのプロパティを表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work (作業)]ペインで、[Inventory (インベントリ)]タブをクリックし、[Storage (ストレージ)]サブタブを
クリックします。

ステップ 5 [DIMMS]サブタブをクリックします。

ステップ 6 永続メモリモジュールを選択します。

永続メモリモジュール名をクリックします。永続メモリモジュールの [Select (選択)]チェックボックスを
クリックしないでください。

ステップ 7 [Info (情報)]をクリックします。次の情報とともに、[Properties (プロパティ)]ダイアログボックスが表示
されます。

[Properties (プロパティ)]領域

説明名前

永続メモリモジュールの ID。[ID]フィールド

永続メモリモジュールが装着されているスロット。[Location]フィールド

永続メモリモジュールの名前。[Product Name]フィールド

永続メモリモジュールの CPUソケット ID。ここに表示される値は次
のとおりです。

•ソケット 1

•ソケット 2

•ソケット 3

•ソケット 4

[Socket ID (ソケット ID)]フィール
ド
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説明名前

永続メモリモジュールのローカル DIMM番号。ここに表示される値
は次のとおりです。

• N/A

これは、アAppDirect永続メモリタイプで使用できる唯一のオプ
ションです。

•ソケットローカル DIMM 2

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 4

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 6

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 8

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 10

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 12

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

[Socket Local DIMM Number (ソ
ケットのローカル DIMM番号)]
field

製造元の名前。[Vendor]フィールド

サーバモデル PID。[PID]フィールド

改訂番号。[Revision]フィールド

製造業者によって割り当てられシリアル番号。[Vendor Serial (SN) (ベンダーシリ
アル (SN))]フィールド

永続メモリモジュールを含むアレイ。[Array (アレイ)]フィールド

アレイ内のバンク。[Bank (バンク)]フィールド

永続メモリモジュールの速度。[Clock (MHz) (クロック (MHz)]
フィールド
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説明名前

永続メモリモジュールフォームファクタ。[FormFactor (フォームファクタ)]
フィールド

永続メモリモジュールのヘルスステータス。[Health State (ヘルス状態)]フィー
ルド

サーバがこの永続メモリモジュールにアクセスするときに発生する遅

延。

[Latency (ns) (遅延 (ns))]フィール
ド

この永続メモリモジュールが設定の一部である場合、このフィールド

には設定の識別子が表示されます。

[Set]フィールド

永続メモリモジュールのタイプ。[Type]フィールド

永続メモリモジュールの幅。[Width]フィールド

永続メモリモジュールのサイズ。[Capacity (MB) (容量 (MB))]フィー
ルド

GiBの永続メモリモジュールの永続メモリ容量。[Persistent Memory Capacity (GiB)
(永続メモリ容量 (GiB))]フィール
ド

GiBの永続メモリモジュールの合計容量。[Total Capacity (GiB) (合計容量
(GiB))]フィールド

GiBの永続メモリモジュールの予約済み容量。[ReservedCapacity (予約済み容量)]
フィールド

永続メモリモジュールの App Directメモリ容量。[AppDirect Capacity (GiB) (アプリ
ケーションダイレクトキャパシ

ティ (GiB))]フィールド

GiBの永続メモリモジュールの揮発性メモリ容量。[MemoryCapacity (GiB) (メモリ容
量 (GiB))]フィールド
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説明名前

永続メモリモジュールのセキュリティステータス。セキュリティ状

態は次のいずれかになります。

•無効、ロック解除、フリーズ、カウントの有効期限が切れていな
い—セキュリティが無効、セキュアなパスフレーズが設定されて
いない、ホストOSにより永続メモリモジュールを設定および使
用可能だが、これらの永続メモリモジュールのセキュリティを設

定できない、再試行カウントが期限切れではない

•無効、ロック解除、フリーズしていない、カウントの有効期限が
切れていない—セキュリティが無効、セキュアなパスフレーズが
設定されていない、永続メモリモジュールを設定可能だが、再試

行カウントが期限切れではない

•有効、ロック解除、フリーズ、カウントの有効期限が切れていな
い—セキュリティが有効、永続メモリモジュールのがロック解除
されている、ホストOSにより永続メモリモジュールを設定およ
び使用可能だが、これらの永続メモリモジュールのセキュリティ

を設定できない、再試行カウントが期限切れではない

•有効、ロック、フリーズしていない、カウントの有効期限が切れ
ていない—セキュリティが有効、セキュアなパスフレーズを使用
して永続メモリモジュールのがロックされている、永続メモリ

モジュールを設定可能、再試行カウントが期限切れではない

•有効、ロック、フリーズしていない、カウントの有効期限が切れ
ている—セキュリティが有効、セキュアなパスフレーズを使用し
て永続メモリモジュールのがロックされている、永続メモリモ

ジュールを設定可能、再試行カウントが期限切れ

[Security Status (セキュリティス
テータス)]フィールド

永続メモリモジュールの固有ハードウェア ID。[UID]フィールド

[Firmware (ファームウェア)]領域

説明名前

永続メモリモジュールで使用されるファームウェアのバージョン。[Running Version]フィールド

パッケージに含まれるファームウェアのバージョン。[Package Version]フィールド

コンポーネントの次回リブート時に有効にするファームウェアのバー

ジョン。

[Startup Version]フィールド
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説明名前

次のいずれかになります。

• [Ready]：アクティベーションが成功し、コンポーネントが新し
いバージョンを実行中です。

• [Activating]：システムは新しいファームウェアバージョンをア
クティブにしています。

• [Failed]：ファームウェアのアクティベーションに失敗しました。
詳細については、失敗したコンポーネントをダブルクリックし

て、ステータスのプロパティを確認してください。

[Activate Status]フィールド

永続メモリモジュールでの安全消去の実行
安全消去の操作では、セキュリティが有効になっている場合セキュアなパスフレーズを入力す

る必要があります。セキュリティが無効になっている場合、安全な消去操作にはセキュアなパ

スフレーズは必要ありません。

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

ステップ 2 次のパスのいずれかを使用して、サーバに展開します。

•ブレードサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Chassis (シャーシ)] > [Chassis Number (シャーシ番号)] >
[Servers (サーバ)]の順に展開します。

•ラックマウントサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Rack Mounts (ラックマウント)] > [Servers (サー
バ)]の順に展開します。

ステップ 3 永続メモリモジュールを安全に消去するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work (作業)]ペインで、[Inventory (インベントリ)]タブをクリックし、[Storage (ストレージ)]サブタブを
クリックします。

ステップ 5 [DIMMS]サブタブをクリックします。

ステップ 6 安全に消去する永続メモリモジュールの [Select (選択)]チェックボックスをクリックします。

ステップ 7 [Secure Erase (安全消去)]をクリックし、[Yes (はい)]をクリックします。

永続メモリモジュールの安全消去は破棄操作であるため、領域データと名前スペースが削除されます。

ステップ 8 [Secure Erase (安全消去)]ダイアログボックスで、次のようにします。

•セキュリティが有効になっている場合は、セキュアなパスフレーズを入力し、[OK]をクリックしま
す。

•セキュリティが有効になっていない場合は、[OK] (空のパスフレーズ)をクリックします。
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外部永続メモリモジュールのロック解除

始める前に

次の手順を使用してロック解除する永続メモリモジュールを選択する前に、外部 DIMM操作
のロック解除を実行し、次のことを行います。

1. サーバの稼働を中止する。

2. 永続メモリモジュールを変更します。

3. サーバを再稼働します。

4. 永続メモリポリシーを使用せず、サーバをサーバプロファイルに関連付けます。

5. サーバは電源オンの状態であり、BIOS POSTが完了していることを確認します。

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

ステップ 2 次のパスのいずれかを使用して、サーバに展開します。

•ブレードサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Chassis (シャーシ)] > [Chassis Number (シャーシ番号)] >
[Servers (サーバ)]の順に展開します。

•ラックマウントサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Rack Mounts (ラックマウント)] > [Servers (サー
バ)]の順に展開します。

ステップ 3 外部永続メモリモジュールのロックを解除するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work (作業)]ペインで、[Inventory (インベントリ)]タブをクリックし、[Storage (ストレージ)]サブタブを
クリックします。

ステップ 5 [DIMMS]サブタブをクリックします。

ステップ 6 ロック解除する外部永続メモリモジュールの [Select (選択)]チェックボックスをクリックします。

ステップ 7 [Unlock Foreign DIMMs (外部 DIMMのロック解除)]をクリックします。

ステップ 8 表示されるダイアログボックスで、外部永続メモリモジュールの現在展開されているセキュアなパスフ
レーズを入力し、[OK]をクリックします。

別のサーバの外部永続メモリモジュールですでに展開されているのと同じパスフレーズを入力する必要が

あります。

次のタスク

1. ExecuteActions FSMが完了した後に、永続メモリモジュールがロック解除されていること
を確認します。永続メモリモジュールを使用する準備ができました。

2. 永続メモリポリシーを関連付けます。
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3. FSMの関連付けが完了していることを確認します。

サーバの永続メモリ設定の表示
Bシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズサーバ上の永続メモリモジュールの設定を表示できま
す。

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

ステップ 2 次のパスのいずれかを使用して、サーバに展開します。

•ブレードサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Chassis (シャーシ)] > [Chassis Number (シャーシ番号)] >
[Servers (サーバ)]の順に展開します。

•ラックマウントサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Rack Mounts (ラックマウント)] > [Servers (サー
バ)]の順に展開します。

ステップ 3 永続メモリ設定を表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work (作業)]ペインで、[Inventory (インベントリ)]タブをクリックし、[Storage (ストレージ)]サブタブを
クリックします。

ステップ 5 [Configuration (設定)]サブタブをクリックします。次の情報が表示されます。

表 3 :プロパティ領域

説明名前

サーバ上のすべての永続メモリモジュールの揮発性メモリ容量(GiB)。[Memory Capacity (GiB) (メモリ容
量 (GiB))]フィールド

サーバ上のすべての永続メモリモジュールの永続メモリ容量 (GiB)。[Persistent Memory Capacity (GiB)
(永続メモリ容量 (GiB))]フィールド

サーバ上のすべての永続メモリモジュールの予約済み容量 (GiB)。[ReservedCapacity (予約済み容量)]
フィールド

サーバ上のすべての永続メモリモジュールの合計容量 (GiB)。[Total Capacity (GiB) (合計容量
(GiB))]フィールド

サーバの永続メモリ設定のエラー。[Configured Result Error
Description (設定された結果エラー
の説明)]フィールド

永続メモリ設定の結果。[ConfigResult (設定結果)]フィール
ド

永続メモリ設定の状態。[Config State (設定状態)]フィール
ド
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説明名前

永続メモリ設定のセキュリティステータス。セキュリティ状態は次

のとおりです。

•無効-凍結:永続メモリモジュールは UCS管理モードの場合、す
べての永続メモリモジュールでセキュリティが無効になってい

ます。

•無効:永続メモリモジュールはホスト管理モードの場合、すべて
の永続メモリモジュールでセキュリティが無効になっています。

•ロック解除-凍結:永続メモリモジュールは UCS管理モードの場
合、すべての永続メモリモジュールでセキュリティが有効になっ

ています。

•有効、ロック済み:永続メモリモジュールはホスト管理モードの
場合、すべての永続メモリモジュールでセキュリティが有効に

なっています。

•混合状態:一部の永続メモリモジュールでセキュリティが有効に
なっている場合、残りのセキュリティは無効になっています。

[Security State (セキュリティ状態)]
フィールド

サーバ上のすべての永続メモリモジュールでの安全消去

の実行
安全消去の操作では、セキュリティが有効になっている場合セキュアなパスフレーズを入力す

る必要があります。セキュリティが無効になっている場合、安全な消去操作にはセキュアなパ

スフレーズは必要ありません。

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

ステップ 2 次のパスのいずれかを使用して、サーバに展開します。

•ブレードサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Chassis (シャーシ)] > [Chassis Number (シャーシ番号)] >
[Servers (サーバ)]の順に展開します。

•ラックマウントサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Rack Mounts (ラックマウント)] > [Servers (サー
バ)]の順に展開します。

ステップ 3 永続メモリモジュールを安全に消去するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work (作業)]ペインで、[Inventory (インベントリ)]タブをクリックし、[Storage (ストレージ)]サブタブを
クリックします。

ステップ 5 [Configuration (設定)]サブタブをクリックします。
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ステップ 6 [Secure Erase (安全消去)]をクリックします。

永続メモリモジュールの安全消去は破棄操作であるため、サーバ上のすべての領域データと名前スペース

が削除されます。

サーバ上の領域の表示
Bシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズサーバ上の領域のインベントリを表示できます。

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

ステップ 2 次のパスのいずれかを使用して、サーバに展開します。

•ブレードサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Chassis (シャーシ)] > [Chassis Number (シャーシ番号)] >
[Servers (サーバ)]の順に展開します。

•ラックマウントサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Rack Mounts (ラックマウント)] > [Servers (サー
バ)]の順に展開します。

ステップ 3 領域のインベントリを表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work (作業)]ペインで、[Inventory (インベントリ)]タブをクリックし、[Storage (ストレージ)]サブタブを
クリックします。

ステップ 5 [Regions (領域)]サブタブをクリックします。次の情報が表示されます。

説明名前

領域の ID。[Id]列

領域の CPUソケット ID。ここに表示される値は次のとおりです。

•ソケット 1

•ソケット 2

•ソケット 3

•ソケット 4

[Socket ID (ソケット ID)] column
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説明名前

領域のローカルDIMM番号。ここに表示される値は次のとおりです。

• N/A

これは、アAppDirect永続メモリタイプで使用できる唯一のオプ
ションです。

•ソケットローカル DIMM 2

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 4

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 6

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 8

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 10

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 12

このオプションは、App Direct Non Interleaved永続メモリタイ
プで使用できます。

[Socket Local DIMM Number (ソ
ケットのローカル DIMM番号)]
column

領域内の DIMMのロケータ ID。DIMMロケータ ID

永続メモリのタイプ。次のいずれかになります。

• App Direct:ソケットに接続されているすべての永続メモリモ
ジュールに対して 1つの領域を設定します。

• App Direct Non Interleaved:永続メモリモジュールごとに 1つの
領域を設定します。

[PersistentMemory Type (永続メモ
リタイプ)]

GiBの領域の合計容量。[Total Capacity (合計容量)]カラム

GiBの領域で使用可能な容量。[Free Capacity (空き容量)]カラム
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説明名前

領域のヘルスステータス。[Health Status (ヘルスステータス)]
カラム

Viewing Region Properties

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

ステップ 2 次のパスのいずれかを使用して、サーバに展開します。

•ブレードサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Chassis (シャーシ)] > [Chassis Number (シャーシ番号)] >
[Servers (サーバ)]の順に展開します。

•ラックマウントサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Rack Mounts (ラックマウント)] > [Servers (サー
バ)]の順に展開します。

ステップ 3 永続メモリモジュールのプロパティを表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work (作業)]ペインで、[Inventory (インベントリ)]タブをクリックし、[Storage (ストレージ)]サブタブを
クリックします。

ステップ 5 [Regions (領域)]サブタブをクリックします。

ステップ 6 領域を選択します。

ステップ 7 [Info (情報)]をクリックします。次の情報とともに、[Properties (プロパティ)]ダイアログボックスが表示
されます。

説明名前

領域の識別子。[ID]フィールド

領域の CPUソケット ID。[Socket ID (ソケット ID)]フィール
ド

領域のローカル DIMMスロット ID。[Local DIMM Slot ID (ローカル
DIMMスロット ID)]フィールド

領域内の DIMMのロケータ ID。[DIMM Locator id (DIMMロケー
タ ID)]フィールド

領域の永続メモリタイプ。[Operational Mode (操作モード)]
フィールド

GiBの領域の合計容量。[Total Capacity (GiB) (合計容量
(GiB))]フィールド

Cisco UCS: Intel® Optane™データセンター永続メモリモジュールの設定と管理
102

Cisco UCS Managerを使用した永続メモリの設定
Viewing Region Properties



説明名前

GiBの領域で使用可能な容量。[Free Capacity (GiB) (空き容量
(GiB))]フィールド

領域のヘルスステータス。[Health State (ヘルス状態)]フィー
ルド

領域に対するインターリーブセットの ID。[Interleaved Set ID (インターリー
ブセット ID)]フィールド

サーバ上の名前スペースの表示
Bシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズサーバ上の名前スペースのインベントリを表示できま
す。

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

ステップ 2 次のパスのいずれかを使用して、サーバに展開します。

•ブレードサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Chassis (シャーシ)] > [Chassis Number (シャーシ番号)] >
[Servers (サーバ)]の順に展開します。

•ラックマウントサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Rack Mounts (ラックマウント)] > [Servers (サー
バ)]の順に展開します。

ステップ 3 名前スペースのインベントリを表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work (作業)]ペインで、[Inventory (インベントリ)]タブをクリックし、[Storage (ストレージ)]サブタブを
クリックします。

ステップ 5 [Namespace (名前スペース)]サブタブをクリックします。次の情報が表示されます。

説明名前

名前スペースの名前。column

名前スペースが作成されるモード。ここに表示される値は次のとおり

です。

• Raw

•ブロック（Block）

column

名前スペースのメモリ容量を (GiB)。(GiB)カラム
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説明名前

名前スペースのヘルスステータス。[Health Status (ヘルスステータス)]
カラム

Viewing Namespace Properties

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

ステップ 2 次のパスのいずれかを使用して、サーバに展開します。

•ブレードサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Chassis (シャーシ)] > [Chassis Number (シャーシ番号)] >
[Servers (サーバ)]の順に展開します。

•ラックマウントサーバの場合、[Equipment (機器)] > [Rack Mounts (ラックマウント)] > [Servers (サー
バ)]の順に展開します。

ステップ 3 名前スペースのプロパティを表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work (作業)]ペインで、[Inventory (インベントリ)]タブをクリックし、[Storage (ストレージ)]サブタブを
クリックします。

ステップ 5 [Namespace (名前スペース)]サブタブをクリックします。

ステップ 6 領域内の名前スペースを選択します。

ステップ 7 [Info (情報)]をクリックします。次の情報とともに、[Properties (プロパティ)]ダイアログボックスが表示
されます。

説明名前

名前スペースの名前。[Name]フィールド

GiBの名前スペースの合計容量。[Capacity (GiB) (容量 (GiB))]
フィールド

名前スペースのヘルスステータス。[Health Status (ヘルスステータス)]
フィールド

名前スペースのラベルバージョン。[Label Version (ラベルバージョ
ン)]フィールド

名前スペースの永続的なメモリタイプ。[Operational Mode (操作モード)]
フィールド

名前スペースが作成された永続メモリモジュールの固有のハードウェ

ア ID。
[UUID]フィールド
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Performing Persistent Memory Scrub
Cisco UCS Managerでは、次の方法のいずれかを使用して永続メモリをスクラブできます。

•サービスプロファイルおよびスクラブポリシーと選択した永続メモリスクラブとの関連
付け解除

•選択した永続メモリスクラブでサーバを工場出荷時のデフォルトにリセットする

•ゴールの削除

サービスプロファイルおよびスクラブポリシーと選択し

た永続メモリスクラブとの関連付け解除
永続メモリスクラブオプションが選択されているサービスプロファイルおよびスクラブポリ

シーの関連付けを解除すると、すべての永続メモリモジュール内のすべての領域と名前スペー

スとそのデータが削除されます。すでに有効になっている場合は、セキュリティが無効になり

ます。以下は、サービスプロファイルおよびスクラブポリシーを関連付け解除する手順です。

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 (サーバ)] > [Service Profiles (サービスプロファイル)]

ステップ 3 サービスプロファイルを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 5 [Policies (ポリシー)]領域で、[Scrub Policy (スクラブポリシー)]を展開します。

ステップ 6 [Scrub Policy (スクラブポリシー)]ドロップダウンリストから、[persistent memory scrub (永続メモリスク
ラブ)]オプションを有効にしたスクラブポリシーを選択します。

ステップ 7 [Save Changes]をクリックします。

スクラブポリシーがこのサービスプロファイルに関連付けられます。

ステップ 8 サービスプロファイルを右クリックし、[Disassociate Service Profile (サービスプロファイルの関連付け解
除)]を選択します。

ステップ 9 [Disassociate Service Profile (サービスプロファイルの関連付け解除)]ダイアログボックスで、[Yes (はい)]
をクリックしてサービスプロファイルの関連付けを解除することを確認します。

UCS M5 Bシリーズおよび Cシリーズサーバの場合:領域と名前スペースは、関連付け解除の
成功後に削除されます。

UCS M5 Sシリーズサーバ上:関連付け解除の成功後に名前スペースが削除されます。
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選択した永続メモリスクラブでサーバを工場出荷時のデ

フォルトにリセットする
サーバを出荷時の設定にリセットできます。デフォルトでは、出荷時へのリセット操作は、ス

トレージドライブ、永続メモリモジュールおよび flexflashドライブに影響しません。これは
データの損失を防止するためです。ただし、これらのデバイスを既知の状態にリセットするこ

ともできます。

ストレージデバイスをリセットすると、データが失われる可能性があります。重要

サーバを出荷時のデフォルト設定にリセットし、永続メモリ設定とデータを削除するには、次

の手順を実行します。

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

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

ステップ 3 リセットするサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

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

ステップ 6 [ResetToFactoryDefault (工場出荷時のデフォルトにリセットする)]チェックボックスをオンにして、[OK]
をクリックします。

ステップ 7 [Maintenance Server (メンテナンスサーバ)]ダイアログボックスで、[Persistent Memory Scrub (永続メモ
リスクラブ)]チェックボックスをオンにして、[OK]をクリックします。

サーバ設定は工場出荷時のデフォルトに設定され、永続メモリ設定とデータは削除されます。
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第 6 章

Cisco UCS Manager CLIを使用した永続メモ
リの設定

•永続メモリポリシーの作成（108ページ）
•サービスプロファイルへの永続メモリポリシーの組み込み（109ページ）
•サービスプロファイルからの永続メモリポリシーの削除（110ページ）
•ゴールの作成（111ページ）
•名前スペースの作成（112ページ）
•ローカルセキュリティ設定の作成（115ページ）
• Modifying a Persistent Memory Policy（116ページ）
• Modifying a Goal（118ページ）
•名前スペースの変更（120ページ）
•ローカルセキュリティ設定の変更（121ページ）
•永続メモリポリシーのプロパティの表示（122ページ）
•目標のプロパティの表示（123ページ）
•名前スペースのプロパティの表示（123ページ）
•ローカルセキュリティ設定プロパティの表示（125ページ）
•永続メモリポリシーの削除（126ページ）
• Deleting a Goal（127ページ）
• Deleting a Namespace（128ページ）
•ローカルセキュリティ設定の削除（129ページ）
•永続メモリの物理設定とインベントリ（130ページ）
•サーバ上で永続メモリモジュールを表示する（131ページ）
•永続メモリモジュールプロパティの表示（132ページ）
• Performing Secure Erase on a Persistent Memory Module（133ページ）
• Unlocking Foreign Persistent Memory Modules（135ページ）
•安全消去の ExecuteActions FSMのキャンセルおよび外部 DIMM操作のロック解除（136
ページ）

•サーバの永続メモリ設定の表示（137ページ）
•サーバ上のすべての永続メモリモジュールでの安全消去の実行（138ページ）
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•サーバ上の領域の表示（139ページ）
•領域プロパティの表示（140ページ）
•領域内の名前スペースの表示（141ページ）
• Viewing Namespace Properties（142ページ）
•永続メモリスクラブの実行（143ページ）
• Disassociating the Service Profile and the Scrub Policy with Persistent Memory Scrub Selected（
143ページ）

•選択した永続メモリスクラブでサーバを工場出荷時のデフォルトにリセットする（145
ページ）

永続メモリポリシーの作成

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # create persistent-memory-policy policy-name
3. /Org/persistent-memory-policy * # set descr policy-description
4. UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定されたポリシー名で永続メモリポリシーを作成

し、永続メモリポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

ポリシーの簡単な説明を追加します。/Org/persistent-memory-policy * # set descr
policy-description

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-bufferステップ 4

例

次の例は、永続メモリポリシーの作成方法を示しています。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # create persistent-memory-policy sample
UCS-A /org/persistent-memory-policy* # set descr "This is a persistent memory policy"
UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy
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次のタスク

•目標の作成

•名前スペースの作成

サービスプロファイルへの永続メモリポリシーの組み込

み
Cisco UCS Managerで永続メモリを管理する永続メモリポリシーを使用する前に、永続メモリ
ポリシーをサービスプロファイルに含む必要があります。永続メモリポリシーをサービスプ

ロファイルに含めた後、サービスプロファイルとCiscoUCSサーバを関連付けることができま
す。

サーバに関連付けられているサービスプロファイルに永続メモリポリシーを含む場合、サー

バの永続メモリ設定は UCS-managedです。UCS管理モードでは、Cisco UCS Managerまたは
ホストツールを使用して永続メモリモジュールを設定および管理できます。

サーバに関連付けられているサービスプロファイルに永続メモリポリシーが含まれない場合、

サーバの永続メモリ設定は host-managedです。ホスト管理モードでは、ホストツールを使用
して永続メモリモジュールを設定および管理できます。

次の手順では、サービスプロファイルに永続メモリポリシーを含む方法を説明しています。

始める前に

サービスプロファイルに含む永続メモリポリシーを作成します。

手順の概要

1. UCS-A# scope org org-name
2. UCS-A /org # scope service-profile service-profile-name
3. UCS-A /org/service-profile # set persistent-memory-policy persistent-memory-policy-name
4. UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードに入るには、「/」を org-nameとして入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

指定したサービスプロファイルで組織サービスプ

ロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile service-profile-nameステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

このサービスプロファイルに含める永続メモリポ

リシーを設定します。

UCS-A /org/service-profile # set
persistent-memory-policy persistent-memory-policy-name

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/service-profile* # commit-bufferステップ 4

永続メモリポリシーはあ、サービスプロファイルが関連付けられているサーバ上で適用され

ます。

例

次に、永続メモリポリシーをサービスプロファイルに含む方法の例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sample
UCS-A /org/service-profile # set persistent-memory-policy policy1
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

サービスプロファイルからの永続メモリポリシーの削除
Removing a persistent memory policy from a service profile does not change any region or namespace
configuration.これにより、UCS管理からホスト管理型に永続メモリが変更されます。次の手順
では、サービスプロファイルから永続メモリポリシーを削除する方法を説明しています。

サーバに関連付けられているサービスプロファイルから永続メモリポリシーを削除した後、

永続メモリ設定に関して、サーバはホスト管理対象と見なされます。

手順の概要

1. UCS-A# scope org org-name
2. UCS-A /org # scope service-profile service-profile-name
3. UCS-A /org/service-profile # set persistent-memory-policy noset
4. UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードに入るには、「/」を org-nameとして入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

指定したサービスプロファイルで組織サービスプ

ロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile service-profile-nameステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

このサービスプロファイルに含まれていた永続メモ

リポリシーを削除します。

UCS-A /org/service-profile # set
persistent-memory-policy noset

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/service-profile* # commit-bufferステップ 4

永続メモリポリシーは、サービスプロファイルと関連付けられたサーバから削除されます。

例

次に、永続メモリポリシーをサービスプロファイルから削除する方法の例を示しま

す。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sample
UCS-A /org/service-profile # set persistent-memory-policy noset
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

ゴールの作成

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A/org/persistent-memory-policy # create goalall-sockets
4. UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* # set persistent-memory-type {app-direct |

app-direct-non-interleaved}
5. UCS-A/org/persistent-memory-policy/goal * # set memory-mode-percentage percentage
6. UCS-A/org/persistent-memory-policy/goal * # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定された永続メモリポリシーと永続メモリポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

すべてのソケットの目標を作成します。デフォルト

のオプションは [all-sockets]です。
UCS-A/org/persistent-memory-policy # create
goalall-sockets

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

永続メモリのタイプを設定します。次のいずれかに

なります。

UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* # set
persistent-memory-type {app-direct |
app-direct-non-interleaved}

ステップ 4

• AppDirect:ソケットに接続されているすべての
永続メモリモジュールに対して 1つの領域を設
定します。

• AppDirectNon Interleaved:永続メモリモジュー
ルごとに 1つの領域を設定します。

揮発性メモリとして設定されている永続メモリモ

ジュールのメモリの割合を設定します。

UCS-A/org/persistent-memory-policy/goal * # set
memory-mode-percentage percentage

ステップ 5

• UCSM5 Bシリーズおよび Cシリーズ
サーバのデフォルトのメモリモード

の割合は 100%です。

• UCSM5 Sシリーズサーバのデフォル
トのメモリモードの割合は0%です。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/org/persistent-memory-policy/goal * #
commit-buffer

ステップ 6

例

次に、目標を作成する方法の例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy sample
UCS-A /org/persistent-memory-policy # create goal all-sockets
UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* # set persistent-memory-type app-direct
UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* # set memory-mode-percentage 10
UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal #

名前スペースの作成

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. /Org/persistent-memory-policy # create logical-namespace namespace-name
4. UCS-A/org/persistent-memory-policy/logical-namespace * # set capacity memory-capacity
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5. /Org/persistent-memory-policy/logical-namespace * # set mode {block | raw}
6. UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # set socket-id {socket-1 | socket-2 |

socket-3 | socket-4
7. UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # set socket-local-dimm-number

{not-applicable | socket-local-dimm-no-2 | socket-local-dimm-no-4 | socket-local-dimm-no-6 |
socket-local-dimm-no-8 | socket-local-dimm-no-10 | socket-local-dimm-no-12

8. UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定された永続メモリポリシーと永続ポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

指定された名前の名前スペースを作成します。/Org/persistent-memory-policy # create logical-namespace
namespace-name

ステップ 3

名前スペース名には、次の制約があります。

•長さは 1 ~ 63文字である必要があります。

•最初の文字は文字 (A ~ Zまたは a ~ z)、数字 (0
~ 9)、または特殊文字 (#、-、または_)である必
要があります。

•残りの文字は、文字 (A ~ Zまたは a ~ z)、数字
(0～ 9)、および特殊文字 (#、-、_、スペース)
の組み合わせにすることができます。

名前スペースのメモリ容量を GiBで設定します。UCS-A/org/persistent-memory-policy/logical-namespace
* # set capacity memory-capacity

ステップ 4

名前スペースが作成されるモードを設定します。こ

こに表示される値は次のとおりです。

/Org/persistent-memory-policy/logical-namespace * # set
mode {block | raw}

ステップ 5

• Raw

•ブロック（Block）

この名前スペースが属する領域のソケット IDを設
定します。ここに表示される値は次のとおりです。

UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace*
# set socket-id {socket-1 | socket-2 | socket-3 | socket-4

ステップ 6

•ソケット 1

•ソケット 2

•ソケット 3

•ソケット 4
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目的コマンドまたはアクション

この名前スペースが属する領域のローカルDIMM番
号を設定します。ここに表示される値は次のとおり

です。

UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace*
# set socket-local-dimm-number {not-applicable |
socket-local-dimm-no-2 | socket-local-dimm-no-4 |
socket-local-dimm-no-6 | socket-local-dimm-no-8 |
socket-local-dimm-no-10 | socket-local-dimm-no-12

ステップ 7

• N/A

これは、アApp Direct永続メモリタイプで使用
できる唯一のオプションです。

•ソケットローカル DIMM 2

このオプションは、App Direct Non Interleaved
永続メモリタイプで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 4

このオプションは、App Direct Non Interleaved
永続メモリタイプで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 6

このオプションは、App Direct Non Interleaved
永続メモリタイプで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 8

このオプションは、App Direct Non Interleaved
永続メモリタイプで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 10

このオプションは、App Direct Non Interleaved
永続メモリタイプで使用できます。

•ソケットローカル DIMM 12

このオプションは、App Direct Non Interleaved
永続メモリタイプで使用できます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace*
# commit-buffer

ステップ 8

例

次に、名前スペースを作成する例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy sample
UCS-A /org/persistent-memory-policy # create logical-namespace space1
UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # set capacity 10
UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # set mode block
UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # set socket-id socket-1
UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # set socket-local-dimm-number
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socket-local-dimm-no-2
UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace #

ローカルセキュリティ設定の作成

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A/org/persistent-memory-policy # create security
4. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # create local-security
5. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security* # set secure-passphrase

secure-passphrase
6. （任意） UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security* # set

deployed-secure-passphrase deployed-secure-passphrase
7. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定された永続メモリポリシーと永続メモリポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

セキュリティポリシーのポリシーを作成し、永続メ

モリセキュリティモードを開始します。

UCS-A/org/persistent-memory-policy # create securityステップ 3

ローカルセキュリティポリシーを作成し、永続メ

モリローカルセキュリティモードを開始します。

UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # create
local-security

ステップ 4

永続メモリポリシーに設定するセキュアなパスフ

レーズを設定します。

UCS-A
/org/persistent-memory-policy/security/local-security* #
set secure-passphrase secure-passphrase

ステップ 5

セキュアなパスフレーズには次の制約が含まれま

す。

•長さは 8～ 32文字にする必要があります。

•これらの文字 (A-Zまたは a-z)、数字 (0-9)、特
殊文字 (!、@、#、$、%、^、&、*、-、_、+、
=)を組み合わせることができます。
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目的コマンドまたはアクション

永続メモリポリシーに現在展開されたセキュアなパ

スフレーズを設定します。

（任意） UCS-A
/org/persistent-memory-policy/security/local-security* #
set deployed-secure-passphrase
deployed-secure-passphrase

ステップ 6

設定しているサーバに以前の展開からのセキュアな

パスフレーズがある場合は、展開されたセキュアな

パスフレーズが必要です。これはセキュアなパスフ

レーズが変更された場合にのみ必要です。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/persistent-memory-policy/security/local-security #
commit-buffer

ステップ 7

例

次の例は、永続メモリポリシーのローカルセキュリティポリシーの作成方法を示し

ています。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy sample
UCS-A /org/persistent-memory-policy # create security
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security* # create local-security
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security* # set secure-passphrase
a1b2c3d4e5f6
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security* # set
deployed-secure-passphrase a1b2c3d4e5f6
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security #

Modifying a Persistent Memory Policy

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A /org/persistent-memory-policy # set descr policy-description
4. UCS-A /org/persistent-memory-policy* # set force-configuration {no | yes}
5. UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

Enters the root organization modeUCS-A# scope orgステップ 1

Enters the persistent memory policy mode for the specified
policy.

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

Modifies the short description of the policy.UCS-A /org/persistent-memory-policy # set descr
policy-description

ステップ 3

ConfigureswhetherForceConfiguration has been selected
or not. This can be one of the following:

UCS-A /org/persistent-memory-policy* # set
force-configuration {no | yes}

ステップ 4

•いいえ:[Force Configuration (設定の適用)]が選
択されていません。これはデフォルト値です。

[Force Configuration (設定の適用)]が選択され
ていない場合、永続メモリポリシーは、関連付

けられたサーバに強制的に適用されません。

•はい:[Force Configuration (設定の適用)]が選択
されます。これが完了すると、永続的メモリポ

リシーは、関連付けられているすべてのサーバ

に強制的に適用されます。これは、サーバの既

存の設定がポリシー設定と一致する場合は効果

がありません。これにより、再稼働サーバにも

ポリシーが適用されます。

Certain operations can lead to data loss due to goal or
namespace modification, and hence result in errors. To
successfully perform these operations, you must forcefully
apply the new configuration on the server. You can do this
by setting the Force Configuration option to yes in the
persistent memory policy. Force Configuration
autiomatically gets set to no after each operation. Youmust
select this option everytime you perform one of these
operations.

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-bufferステップ 5

例

This example shows how to modify a persistent memory policy:
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy sample
UCS-A /org/persistent-memory-policy # set descr "This is a modified memory policy
description"
UCS-A /org/persistent-memory-policy* # set force-configuration yes
UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy
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Modifying a Goal
Modifying a goal will result in the loss of data currently stored in the persistent memory.

Because goal modification is a destructive operation, you must set Force Configuration to yes before
modifying the goal.

Before modifying the Persistent Memory Type, delete the existing namespaces. This is because, in the
App Direct persistent memory type you do not specify a DIMM number for each namespace. In the App
Direct Non Interleaved persistent memory type, each namespace has a DIMM number specified.

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A /org/persistent-memory-policy # set force-configuration {no | yes}
4. UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-buffer
5. UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope goal all-sockets
6. UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal # set persistent-memory-type {app-direct |

app-direct-non-interleaved}
7. UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* # set memory-mode-percentage percentage
8. UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

Enters the root organization modeUCS-A# scope orgステップ 1

Enters the persistent memory policy mode for the specified
policy.

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

ConfigureswhetherForceConfiguration has been selected
or not. This can be one of the following:

UCS-A /org/persistent-memory-policy # set
force-configuration {no | yes}

ステップ 3

•いいえ:[Force Configuration (設定の適用)]が選
択されていません。これはデフォルト値です。

[Force Configuration (設定の適用)]が選択され
ていない場合、永続メモリポリシーは、関連付

けられたサーバに強制的に適用されません。

•はい:[Force Configuration (設定の適用)]が選択
されます。これが完了すると、永続的メモリポ

リシーは、関連付けられているすべてのサーバ

に強制的に適用されます。これは、サーバの既

存の設定がポリシー設定と一致する場合は効果

がありません。これにより、再稼働サーバにも

ポリシーが適用されます。
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目的コマンドまたはアクション

Goalmodification is a destructive operation.To successfully
modify a goal, you must set Force Configuration to Yes.

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-bufferステップ 4

Enters the goal.UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope goal
all-sockets

ステップ 5

Configures the type of persistent memory. This can be one
of the following:

UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal # set
persistent-memory-type {app-direct |
app-direct-non-interleaved}

ステップ 6

• AppDirect:ソケットに接続されているすべての
永続メモリモジュールに対して 1つの領域を設
定します。

• AppDirectNon Interleaved:永続メモリモジュー
ルごとに 1つの領域を設定します。

Ensure that you delete the namespaces before changing
the persistent memory type.

Sets the percentage of memory on the persistent memory
module that is configured as volatile memory.

UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* # set
memory-mode-percentage percentage

ステップ 7

• UCSM5 Bシリーズおよび Cシリーズ
サーバのデフォルトのメモリモード

の割合は 100%です。

• UCSM5 Sシリーズサーバのデフォル
トのメモリモードの割合は0%です。

（注）

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* #
commit-buffer

ステップ 8

例

This example shows how to modify a goal:
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy sample
UCS-A /org/persistent-memory-policy # set force-configuration yes
UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope goal all-sockets
UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal # set persistent-memory-type app-direct
UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* # set memory-mode-percentage 10
UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal
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名前スペースの変更
名前スペースを含む永続メモリポリシーがサーバによって参照されない場合にのみ、名前ス

ペースを変更できます。名前スペースを含む永続メモリポリシーがサーバによって参照されな

い場合、名前スペースの変更操作は許可されません。

次の手順は、名前スペースを含む永続メモリポリシーがサーバによって参照されていない場合

にのみ適用されます。

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. /Org/persistent-memory-policy # scope logical-namespace namespace-name
4. UCS-A/org/persistent-memory-policy/logical-namespace # set capacity memory-capacity
5. /Org/persistent-memory-policy/logical-namespace * # set mode {block | raw}
6. UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定したポリシーの永続メモリポリシーモードを

開始します。

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

指定された名前スペースの名前スペースモードを開

始します。

/Org/persistent-memory-policy # scope logical-namespace
namespace-name

ステップ 3

名前スペースのメモリ容量を GiBで設定します。UCS-A/org/persistent-memory-policy/logical-namespace
# set capacity memory-capacity

ステップ 4

名前スペースが作成されるモードを設定します。こ

こに表示される値は次のとおりです。

/Org/persistent-memory-policy/logical-namespace * # set
mode {block | raw}

ステップ 5

• Raw

•ブロック（Block）

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace*
# commit-buffer

ステップ 6

例

次に、名前スペースを変更する例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy sample
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UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope logical-namespace NS1
UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace # set capacity 10
UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # set mode block
UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy/logical-namespace #

ローカルセキュリティ設定の変更

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A/org/persistent-memory-policy # scope security
4. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # scope local-security
5. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security* # set deployed-secure-passphrase

deployed-secure-passphrase
6. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security* # set secure-passphrase

secure-passphrase
7. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定された永続メモリポリシーと永続メモリポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

永続メモリコマンドセキュリティモードを開始し

ます。

UCS-A/org/persistent-memory-policy # scope securityステップ 3

永続メモリローカルセキュリティモードを開始し

ます。

UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # scope
local-security

ステップ 4

永続メモリポリシーに展開されたセキュアなパスフ

レーズを設定します。

UCS-A
/org/persistent-memory-policy/security/local-security* #
set deployed-secure-passphrase
deployed-secure-passphrase

ステップ 5

ここで入力したセキュアなパスフレーズは、現在展

開されているセキュアなパスフレーズと一致する必

要があります。

永続メモリポリシーの新しいセキュアなパスフレー

ズを設定します。

UCS-A
/org/persistent-memory-policy/security/local-security* #
set secure-passphrase secure-passphrase

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

新しいセキュアなパスフレーズは、展開されたセ

キュアなパスフレーズが認証されている場合にのみ

設定できます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/persistent-memory-policy/security/local-security #
commit-buffer

ステップ 7

例

この例では、永続メモリポリシーのローカルセキュリティポリシーのセキュアなパ

スフレーズを変更する方法を示しています。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy sample
UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope security
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # scope local-security
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security # set
deployed-secure-passphrase a1b2c3d4e5f6
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security* # set secure-passphrase
g7h8i9j0k1l2
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security #

永続メモリポリシーのプロパティの表示

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # show persistent-memory-policy policy-name [detail]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

ポリシーのプロパティを表示します。UCS-A /org # show persistent-memory-policy
policy-name [detail]

ステップ 2

例

次に、永続メモリポリシーのプロパティを表示する方法の例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # show persistent-memory-policy sample detail
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Persistent Memory Policy:
Name: sample
Description:
Policy Owner: Local
Force Configuration: No

UCS-A /org #

目標のプロパティの表示

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A/org/persistent-memory-policy # show goal [detail]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定したポリシーの永続メモリポリシーモードを

開始します。

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

目標のプロパティを表示します。UCS-A/org/persistent-memory-policy # show goal [detail]ステップ 3

例

次に、目標のプロパティを表示する方法の例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy sample
UCS-A /org/persistent-memory-policy # show goal detail

Persistent Memory Goal:
Socket ID: All Sockets
Memory Mode Percentage: 0
Persistent Memory Type: App Direct

UCS-A /org/persistent-memory-policy/goal #

名前スペースのプロパティの表示

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # enter persistent-memory-policy policy-name
3. /Org/persistent-memory-policy # show logical-namespace namespace-name [detail]
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4. （任意） UCS-A/org/persistent-memory-policy # show logical-namespace [detail]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定したポリシーの永続メモリポリシーモードを

開始します。

UCS-A /org # enter persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

指定された名前スペースのプロパティを表示しま

す。

/Org/persistent-memory-policy # show logical-namespace
namespace-name [detail]

ステップ 3

永続メモリポリシー内のすべての名前スペースのプ

ロパティを表示します。

（任意） UCS-A/org/persistent-memory-policy # show
logical-namespace [detail]

ステップ 4

例

次に、特定の名前スペースのプロパティを表示する例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter persistent-memory-policy sample
UCS-A /org/persistent-memory-policy # show logical-namespace NS1 detail

Persistent Memory Logical Namespace:
Name: NS1
Capacity (GiB): 10
Socket ID: Socket 1
Socket Local Dimm Number: Not Applicable
Mode: Raw

UCS-A /org/persistent-memory-policy #

次に、永続メモリポリシー内ですべての名前スペースのプロパティを表示する方法の

例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter persistent-memory-policy sample
UCS-A /org/persistent-memory-policy # show logical-namespace detail

Persistent Memory Logical Namespace:
Name: NS1
Capacity (GiB): 10
Socket ID: Socket 1
Socket Local Dimm Number: Not Applicable
Mode: Raw

Name: NS2
Capacity (GiB): 20
Socket ID: Socket 2
Socket Local Dimm Number: Not Applicable
Mode: Raw

Name: NS3
Capacity (GiB): 15
Socket ID: Socket 2
Socket Local Dimm Number: Not Applicable
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Mode: Raw

UCS-A /org/persistent-memory-policy #

ローカルセキュリティ設定プロパティの表示

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope security
4. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # scope local-security
5. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security # show detail

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定したポリシーの永続メモリポリシーモードを

開始します。

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

永続メモリコマンドセキュリティモードを開始し

ます。

UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope securityステップ 3

ローカルセキュリティモードを開始します。UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # scope
local-security

ステップ 4

ローカルセキュリティ設定の詳細を表示します。UCS-A
/org/persistent-memory-policy/security/local-security #
show detail

ステップ 5

例

この例では、ローカルセキュリティポリシーの詳細を表示する方法を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy PMemP_1
UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope security
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # scope local-security
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security # show detail

Persistent Memory Local Security:
Secure Passphrase: ****
Deployed Secure Passphrase: ****
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security/local-security #
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永続メモリポリシーの削除
ポリシーがサーバにより参照された場合、永続メモリポリシーを削除できません。サーバによ

り参照されない場合に永続メモリポリシーを削除するには、次の手順に従います。

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # delete persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A /org* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定された永続メモリポリシーを削除します。UCS-A /org # delete persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org* # commit-bufferステップ 3

例

次に、サーバにより参照されない場合に、永続メモリポリシーを削除する方法の例を

示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # show persistent-memory-policy

Persistent Memory Policy:
Name Force Configuration
-------------------- -------------------
PMemP_1 No
PMemP_2 No
PMemP_3 No
PMemP_4 No
PMemP_5 No
PMemP_6 No

UCS-A /org # delete persistent-memory-policy PMemP_4
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org # show persistent-memory-policy

Persistent Memory Policy:
Name Force Configuration
-------------------- -------------------
PMemP_1 No
PMemP_2 No
PMemP_3 No
PMemP_5 No
PMemP_6 No
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UCS-A /org #

Deleting a Goal
For UCS M5 B-Series and C-Series servers, deleting a goal deletes all related regions and namespaces on
the associated servers, and disables security. For UCS M5 S-Series servers, deleting a goal deletes all
namespaces on the associated servers, and disables security. Goal deletion also returns the persistent
memory module to its default state. The default state of a persistent memory module is:

• UCS M5 B-Series and C-Series servers—100%Memory Mode and App Direct persistent memory
type

• UCSM5S-Series servers—0%MemoryMode andAppDirect Non Interleaved persistent memory
type

Because goal deletion is a destructive operation, you must set Force Configuration to yes before deleting
the goal.

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A /org/persistent-memory-policy # set force-configuration {no | yes}
4. UCS-A /org/persistent-memory-policy* # delete goal all-sockets
5. UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

Enters the root organization modeUCS-A# scope orgステップ 1

Enters the persistent memory policy mode for the specified
policy.

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

ConfigureswhetherForceConfiguration has been selected
or not. This can be one of the following:

UCS-A /org/persistent-memory-policy # set
force-configuration {no | yes}

ステップ 3

•いいえ:[Force Configuration (設定の適用)]が選
択されていません。これはデフォルト値です。

[Force Configuration (設定の適用)]が選択され
ていない場合、永続メモリポリシーは、関連付

けられたサーバに強制的に適用されません。

•はい:[Force Configuration (設定の適用)]が選択
されます。これが完了すると、永続的メモリポ

リシーは、関連付けられているすべてのサーバ

に強制的に適用されます。これは、サーバの既
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目的コマンドまたはアクション

存の設定がポリシー設定と一致する場合は効果

がありません。これにより、再稼働サーバにも

ポリシーが適用されます。

Goal deletion is a destructive operation.To successfully
delete a goal, you must set Force Configuration to Yes.

Deletes the goal.UCS-A /org/persistent-memory-policy* # delete goal
all-sockets

ステップ 4

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-bufferステップ 5

例

This example shows how to delete a goal:
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy PMemP_1
UCS-A /org/persistent-memory-policy # set force-configuration yes
UCS-A /org/persistent-memory-policy* # delete goal all-sockets
UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy #

Deleting a Namespace
Deleting a namespace will result in the loss of data currently stored in the namespace.

Because namespace deletion is a destructive operation, you must set Force Configuration to yes before
deleting the namespace.

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A /org/persistent-memory-policy # set force-configuration {no | yes}
4. UCS-A /org/persistent-memory-policy* # delete logical-namespace namespace-name
5. UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

Enters the root organization modeUCS-A# scope orgステップ 1

Enters the persistent memory policy mode for the specified
policy.

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

ConfigureswhetherForceConfiguration has been selected
or not. This can be one of the following:

UCS-A /org/persistent-memory-policy # set
force-configuration {no | yes}

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

•いいえ:[Force Configuration (設定の適用)]が選
択されていません。これはデフォルト値です。

[Force Configuration (設定の適用)]が選択され
ていない場合、永続メモリポリシーは、関連付

けられたサーバに強制的に適用されません。

•はい:[Force Configuration (設定の適用)]が選択
されます。これが完了すると、永続的メモリポ

リシーは、関連付けられているすべてのサーバ

に強制的に適用されます。これは、サーバの既

存の設定がポリシー設定と一致する場合は効果

がありません。これにより、再稼働サーバにも

ポリシーが適用されます。

Namespace modification is a destructive operation.To
successfully modify a namespace, you must set Force
Configuration to Yes.

Deletes the specified namespace.UCS-A /org/persistent-memory-policy* # delete
logical-namespace namespace-name

ステップ 4

Commits the transaction to the system configuration.UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-bufferステップ 5

例

This example shows how to delete a namespace:
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy PMemP_2
UCS-A /org/persistent-memory-policy # set force-configuration yes
UCS-A /org/persistent-memory-policy* # delete logical-namespace NSP1
UCS-A /org/persistent-memory-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy #

ローカルセキュリティ設定の削除
セキュリティ設定を削除すると、セキュリティが無効になります。

手順の概要

1. UCS-A# scope org
2. UCS-A /org # scope persistent-memory-policy policy-name
3. UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope security
4. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # delete local-security
5. UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # commit-buffer
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ルート組織モードを開始します。UCS-A# scope orgステップ 1

指定したポリシーの永続メモリポリシーモードを

開始します。

UCS-A /org # scope persistent-memory-policy
policy-name

ステップ 2

永続メモリコマンドセキュリティモードを開始し

ます。

UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope securityステップ 3

ローカルセキュリティポリシーを削除します。UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # delete
local-security

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/persistent-memory-policy/security #
commit-buffer

ステップ 5

例

この例では、ローカルセキュリティポリシーを削除する方法を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope persistent-memory-policy PMemP_1
UCS-A /org/persistent-memory-policy # scope security
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security # delete local-security
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security* # commit-buffer
UCS-A /org/persistent-memory-policy/security #

永続メモリの物理設定とインベントリ
Bシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズサーバ上のすべての永続メモリモジュールの物理インベ
ントリと設定を表示できます。詳細については、次のパラメータを参考にしてください。

• DIMM:永続メモリモジュールのプロパティ。

同じサーバ上の永続メモリモジュールは、単一のセキュアなパスフレーズを使用してロッ

クされます。ロックされた永続メモリモジュールが別のサーバから復元された場合は、新

しいサーバから管理する前に、ロックを解除する必要があります。

•設定:サーバレベルの永続メモリの全体的な設定。

•領域:サーバ上のすべての領域のプロパティ。

領域とは、1個以上の名前スペースに分割可能な 1個以上の永続メモリモジュールのグ
ループです。領域は、目標の作成時に選択された永続メモリタイプに基づいて作成されま

す。

App Direct:ソケットに接続されているすべての永続メモリモジュールに対して、永続メ
モリタイプは 1つの領域を設定します。AppDirectNon Interleaved永続メモリタイプは、
メモリモジュールごとに 1つの領域を設定します。
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•名前スペース:サーバで使用可能なすべての論理名前スペースのプロパティ。

これらの名前スペースは、ホストOSによってブロックデバイスまたは rawデバイスとし
て認識されます。

安全消去

サーバ上の特定の永続メモリモジュールまたはすべての永続メモリモジュールで、安全な消

去を実行できます。この操作により、領域データと名前スペースが削除されます。

安全消去の操作では、セキュリティが有効になっている場合セキュアなパスフレーズを入力す

る必要があります。セキュリティが無効になっている場合、安全な消去操作にはセキュアなパ

スフレーズは必要ありません。

サーバ上で永続メモリモジュールを表示する
Bシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズサーバ上のすべての永続メモリモジュールのインベント
リを表示できます。

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # show persistent-memory

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

指定されたサーバ上のすべての永続メモリモジュー

ルのリストを表示します。

UCS-A /chassis/server # show persistent-memoryステップ 2

例

サーバ上のすべての永続メモリモジュールを表示する方法の例を示します。

UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # show persistent-memory
DIMM Location Presence Overall Status Type
Capacity (MB) Clock
---- ---------- ---------------- ------------------------ ---------------------------
------------- -----

2 DIMM_A2 Equipped Operable Logical Non Volatile Device
129408 2666

8 DIMM_D2 Equipped Operable Logical Non Volatile Device
129408 2666
14 DIMM_G2 Equipped Operable Logical Non Volatile Device

129408 2666
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20 DIMM_K2 Equipped Operable Logical Non Volatile Device
129408 2666
26 DIMM_N2 Equipped Operable Logical Non Volatile Device

129408 2666
32 DIMM_R2 Equipped Operable Logical Non Volatile Device

129408 2666
38 DIMM_U2 Equipped Operable Logical Non Volatile Device

129408 2666
44 DIMM_X2 Equipped Operable Logical Non Volatile Device

129408 2666

永続メモリモジュールプロパティの表示

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # scope memory-array ID
3. UCS-A /chassis/server/memory-array # scope persistent-memory-dimm dimm-ID
4. UCS-A /chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm # show detail

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

選択されたメモリアレイのメモリアレイ設定を開

始します。

UCS-A /chassis/server # scope memory-array IDステップ 2

選択した永続メモリモジュールのメモリアレイ内

で永続メモリ dimmモードを開始します。
UCS-A /chassis/server/memory-array # scope
persistent-memory-dimm dimm-ID

ステップ 3

選択した永続メモリモジュールのプロパティを表示

します。

UCS-A
/chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm#
show detail

ステップ 4

例

次に、サーバ上の特定の永続メモリモジュールのプロパティを表示する方法の例を示

します。

UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # scope memory-array 1
UCS-A /chassis/server/memory-array # scope persistent-memory-dimm 2
UCS-A /chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm # show detail

Persistent Memory Unit:
ID: 2
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Location: DIMM_A2
Presence: Equipped
Operability: Operable
Visibility: Yes
Overall Status: Operable
Admin State: Policy
Oper Qualifier: N/A
Product Name: Intel Optane DC Persistent Memory, 128GB, 2666MHz
PID: UCS-MP-128GS-A0
VID: V01
Vendor: 0x8900
Vendor Description: Intel
Vendor Part Number: NMA1XBD128GQS
Vendor Serial (SN): 000003B8
HW Revision: 0
Form Factor: DIMM
Type: Logical Non Volatile Device
Capacity (MB): 129408
Clock: 2666
Latency: 0.400000
Width: 64
Threshold Status: N/A
Power State: N/A
Thermal Status: OK
Voltage Status: N/A
Socket Id: Socket 1
Socket Local Dimm Number: Socket Local Dimm No 2
Total Capacity (GiB): 126
Persistent Memory Capacity (GiB): 126
Memory Capacity (GiB): 0
App Direct Capacity (GiB): 126
Reserved Capacity (GiB): 0
Firmware Version: 1.2.0.5355
Health State: Healthy
Security Status: Disabled, UnLocked, Frozen, Count not expired
Uid: 8089-A2-1847-000003B8
Selected: No

Performing Secure Erase on a Persistent Memory Module
安全消去の操作では、セキュリティが有効になっている場合セキュアなパスフレーズを入力す

る必要があります。セキュリティが無効になっている場合、安全な消去操作にはセキュアなパ

スフレーズは必要ありません。[Enter Secure Passphrase (セキュアなパスフレーズの入力)]プ
ロンプトで [Enter]キー (空のパスフレーズ)を押します。

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # scope memory-array ID
3. UCS-A /chassis/server/memory-array # scope persistent-memory-dimm dimm-ID
4. UCS-A/chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm # set selected {yes |no}
5. UCS-A/chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm * # exit
6. UCS-A /chassis/server/memory-array* # secure-erase persistent-memory-dimms
7. UCS-A /chassis/server/memory-array* # commit-buffer
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

選択されたメモリアレイのメモリアレイ設定を開

始します。

UCS-A /chassis/server # scope memory-array IDステップ 2

メモリアレイ内で永続メモリ DIMMモードを開始
します。

UCS-A /chassis/server/memory-array # scope
persistent-memory-dimm dimm-ID

ステップ 3

永続メモリモジュールを選択するかどうかを設定し

ます。

UCS-A/chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm
# set selected {yes |no}

ステップ 4

設定モードを終了します。UCS-A/chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm
* # exit

ステップ 5

選択した永続メモリモジュールで安全消去を実行し

ます。

UCS-A /chassis/server/memory-array* # secure-erase
persistent-memory-dimms

ステップ 6

セキュリティが有効になっている場合は、プロンプ

トにセキュアなパスフレーズを入力します。セキュ

リティが有効になっていない場合は、プロンプトで

Enterキー (空のパスフレーズ)を押します。

永続メモリモジュールの安全消去は破棄操作である

ため、領域データと名前スペースが削除されます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /chassis/server/memory-array* # commit-bufferステップ 7

例

次に、サーバの永続メモリモジュールで安全消去を実行する方法の例を示します。

UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # scope memory-array 1
UCS-A /chassis/server/memory-array # scope persistent-memory-dimm 2
UCS-A /chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm # set selected yes
UCS-A /chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm* # exit
UCS-A /chassis/server/memory-array* # secure-erase persistent-memory-dimms
Enter Secure Passphrase:************
UCS-A /chassis/server/memory-array* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/memory-array #
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Unlocking Foreign Persistent Memory Modules

始める前に

次の手順を使用してロック解除する永続メモリモジュールを選択する前に、外部 DIMM操作
のロック解除を実行し、次のことを行います。

1. サーバの稼働を中止する。

2. 永続メモリモジュールを変更します。

3. サーバを再稼働します。

4. 永続メモリポリシーを使用せず、サーバをサーバプロファイルに関連付けます。

5. サーバは電源オンの状態であり、BIOS POSTが完了していることを確認します。

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # scope memory-array ID
3. UCS-A /chassis/server/memory-array # scope persistent-memory-dimm foreign-dimm-ID
4. UCS-A/chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm # set selected {yes |no}
5. UCS-A/chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm * # exit
6. UCS-A /chassis/server/memory-array* # unlock foreign persistent-memory-dimms
7. UCS-A /chassis/server/memory-array* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

選択されたメモリアレイのメモリアレイ設定を開

始します。

UCS-A /chassis/server # scope memory-array IDステップ 2

メモリアレイ内の選択した外部永続メモリモジュー

ルの persistent-memory-dimmモードを開始します。
UCS-A /chassis/server/memory-array # scope
persistent-memory-dimm foreign-dimm-ID

ステップ 3

指定された外部永続メモリモジュールを選択するか

どうかを設定します。

UCS-A/chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm
# set selected {yes |no}

ステップ 4

設定モードを終了します。UCS-A/chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm
* # exit

ステップ 5

選択した外部永続メモリモジュールのロックを解除

します。

UCS-A /chassis/server/memory-array* # unlock foreign
persistent-memory-dimms

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

プロンプトでセキュアなパスフレーズを入力しま

す。

別のサーバの外部永続メモリモジュールですでに展

開されているのと同じパスフレーズを入力する必要

があります。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /chassis/server/memory-array* # commit-bufferステップ 7

例

次に、サーバの外部永続メモリモジュールのロックを解除する方法の例を示します。

UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # scope memory-array 1
UCS-A /chassis/server/memory-array # scope persistent-memory-dimm 4
UCS-A /chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm # set selected yes
UCS-A /chassis/server/memory-array/persistent-memory-dimm* # exit
UCS-A /chassis/server/memory-array* # unlock foreign persistent-memory-dimms
Enter Secure Passphrase:************
UCS-A /chassis/server/memory-array* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/memory-array #

次のタスク

1. ExecuteActions FSMが完了した後に、永続メモリモジュールがロック解除されていること
を確認します。永続メモリモジュールを使用する準備ができました。

2. 永続メモリポリシーを関連付けます。

3. FSMの関連付けが完了していることを確認します。

安全消去の ExecuteActions FSMのキャンセルおよび外部
DIMM操作のロック解除

安全消去外部DIMM操作のロック解除が失敗した場合は、ExecuteActionsFSMをキャンセルし
て他の操作を続行できます。たとえば、誤ったセキュアなパスフレーズを使用して外部の永続

メモリモジュールのロックを解除しようとすると、FSMは失敗します。次のコマンドを使用
して、ExecuteActions FSMをキャンセルできます。
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手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
3. UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # cancel execute-actions-fsm
4. UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config * # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

サーバの永続メモリ設定モードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-configステップ 2

ExecuteActions FSMをキャンセルします。UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # cancel
execute-actions-fsm

ステップ 3

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config * #
commit-buffer

ステップ 4

例

次に、安全消去または外部 DIMM操作のロック解除を実行した後に、ExecuteActions
FSMをキャンセルする例を示します。
UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # cancel execute-actions-fsm
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config* # commit-buffer

サーバの永続メモリ設定の表示
Bシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズサーバ上の永続メモリモジュールの設定を表示できま
す。

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
3. UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # show detail
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

サーバの永続メモリ設定モードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-configステップ 2

指定されたサーバ上のすべての永続メモリモジュー

ルの全体的な設定を表示します。

UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # show
detail

ステップ 3

例

サーバ上のすべての永続メモリモジュールを表示する方法の例を示します。

UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # show detail

Persistent Memory Configuration:
Total Capacity (GiB): 1011
Persistent Memory Capacity (GiB): 1008
Memory Capacity (GiB): 0
Reserved Capacity (GiB): 0
Number Of Regions: 4
Number Of Dimms: 8
Security State: Disabled-Frozen

サーバ上のすべての永続メモリモジュールでの安全消去

の実行
安全消去の操作では、セキュリティが有効になっている場合セキュアなパスフレーズを入力す

る必要があります。セキュリティが無効になっている場合、安全な消去操作にはセキュアなパ

スフレーズは必要ありません。[Enter Secure Passphrase (セキュアなパスフレーズの入力)]プ
ロンプトで [Enter]キー (空のパスフレーズ)を押します。

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
3. UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # secure-erase persistent memory configuration
4. UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config * # commit-buffer
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

サーバの永続メモリ設定モードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-configステップ 2

サーバのすべての永続メモリモジュール設定を安全

に消去します。

UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config #
secure-erase persistent memory configuration

ステップ 3

セキュリティが有効になっている場合は、プロンプ

トにセキュアなパスフレーズを入力します。セキュ

リティが有効になっていない場合は、プロンプトで

Enterキー (空のパスフレーズ)を押します。

永続メモリモジュールの安全消去は破棄操作である

ため、サーバ上のすべての領域データと名前スペー

スが削除されます。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config * #
commit-buffer

ステップ 4

例

次に、サーバ上のすべての永続メモリモジュール設定を安全に消去する方法の例を示

します。

UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # secure-erase persistent memory
configuration
Enter Secure Passphrase:************
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config #

サーバ上の領域の表示
Bシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズサーバ上の領域のインベントリを表示できます。

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
3. UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # show region
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

永続メモリ設定モードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-configステップ 2

指定されたサーバ上で、永続メモリモジュール全体

のすべての領域の詳細を表示します。

UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # show
region

ステップ 3

例

次に、サーバ上のすべての領域を表示する例を示します。

UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # show region

Pmemory Region:
Id Socket Id Socket Local Dimm Number Interleaved Set Id
---------- --------- ------------------------ ------------------

1 Socket 1 Not Applicable 5d54eeb8b2392444
2 Socket 2 Not Applicable d380eeb8af3b2444
3 Socket 3 Not Applicable 9bb4eeb8573f2444
4 Socket 4 Not Applicable 8d78eeb8e6392444

領域プロパティの表示

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
3. UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config # scope region region-ID
4. UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config/region #show detail

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

永続メモリ設定モードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-configステップ 2

選択した領域の設定モードを開始します。UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config # scope
region region-ID

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

選択した領域のプロパティを表示します。UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config/region
#show detail

ステップ 4

例

次に、サーバ上の特定の領域プロパティを表示する例を示します。

UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # scope region 2
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config/region # show detail

Persistent Memory Region:
Id: 2
Socket Id: Socket 2
Socket Local Dimm Number: Not Applicable
Interleaved Set Id: 1796eeb8553c2444
Persistent Memory Type: AppDirect
Dimm Locater Ids: DIMM_G2,DIMM_K2
Health State: Healthy
Total Capacity (GiB): 252
Free Capacity (GiB): 252

領域内の名前スペースの表示
Bシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズサーバ上の名前スペースのインベントリを表示できま
す。

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
3. UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config # scope region region-id
4. UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config/region # show namespace [detail]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

永続メモリ設定モードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-configステップ 2

領域設定モードを開始します。UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config # scope
region region-id

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

指定された領域内のすべての名前スペースの詳細を

表示します。

UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config/region #
show namespace [detail]

ステップ 4

例

次に、領域内のすべての名前スペースを表示する方法の例を示します。

UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # scope region 1
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config/region # show namespace detail

Pmemory Namespace:
Name: NS1
Capacity (GiB): 100
Uuid: 7286246-48cf-4750-b066-647f6684ac28
Oper Mode: Raw
Health State: Healthy
Label Version: 1.2

Name: NS2
Capacity (GiB): 10
Uuid: 7312f895-7f70-4646-b08d-8d5ef5b98577
Oper Mode: Raw
Health State: Healthy
Label Version: 1.2

Viewing Namespace Properties

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-num / server-num
2. UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
3. UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config # scope region region-ID
4. /Chassis/server/persistent-memory-config/region # scope namespace namespace-Uuid
5. UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config/region/namespace #show detail

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシとサーバのサーバモードを開始し

ます。

UCS-A# scope server chassis-num / server-numステップ 1

永続メモリ設定モードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-configステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

選択した領域の設定モードを開始します。UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config # scope
region region-ID

ステップ 3

選択した名前スペースの設定モードを開始します。/Chassis/server/persistent-memory-config/region # scope
namespace namespace-Uuid

ステップ 4

選択された名前スペースのプロパティを表示しま

す。

UCS-A/chassis/server/persistent-memory-config/region/namespace
#show detail

ステップ 5

例

次に、特定の領域で特定の名前スペースのプロパティを表示する方法の例を示します。

UCS-A# scope server 1/5
UCS-A /chassis/server # scope persistent-memory-config
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config # scope region 2
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config/region # scope namespace
e09a549d-3ed7-44cb-b086-c54321c12345
UCS-A /chassis/server/persistent-memory-config/region/namespace # show detail

Persistent Memory Namespace:
Name: NS1
Uuid: e09a549d-3ed7-44cb-b086-c54321c12345
Capacity (GiB) (MB): 30
Mode: Raw
Health State: Healthy
Label Version: 1.2

永続メモリスクラブの実行
Cisco UCS Managerでは、次の方法のいずれかを使用して永続メモリをスクラブできます。

• Disassociating the Service Profile and the Scrub Policy with Persistent Memory Scrub Selected

•選択した永続メモリスクラブでサーバを工場出荷時のデフォルトにリセットする

• Deleting a Goal

Disassociating the Service Profile and the Scrub Policy with
Persistent Memory Scrub Selected

永続メモリスクラブオプションが選択されているサービスプロファイルおよびスクラブポリ

シーの関連付けを解除すると、すべての永続メモリモジュール内のすべての領域と名前スペー

スとそのデータが削除されます。すでに有効になっている場合は、セキュリティが無効になり

ます。以下は、サービスプロファイルおよびスクラブポリシーを関連付け解除する手順です。
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手順の概要

1. UCS-A# scope org org-name
2. UCS-A /org # scope service-profile service-profile-name
3. UCS-A /org/service-profile # set scrub-policy scrub-policy-name
4. UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
5. UCS-A /org/service-profile # disassociate
6. UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードに入るには、「/」を org-nameとして入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

指定したサービスプロファイルで組織サービスプ

ロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile service-profile-nameステップ 2

このサービスプロファイルとスクラブポリシーを

関連付けます。永続メモリスクラブオプションの

UCS-A /org/service-profile # set scrub-policy
scrub-policy-name

ステップ 3

[yes (はい)]に設定されたスクラブポリシーをを選択
します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。サービスプロファイルへのスクラブポリシー

の関連付けが完了しました。

UCS-A /org/service-profile* # commit-bufferステップ 4

サーバからサービスプロファイルの関連付けを解除

します。

UCS-A /org/service-profile # disassociateステップ 5

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/service-profile* # commit-bufferステップ 6

UCS M5 Bシリーズおよび Cシリーズサーバの場合:領域と名前スペースは、関連付け解除の
成功後に削除されます。

UCS M5 Sシリーズサーバ上:関連付け解除の成功後に名前スペースが削除されます。

例

次に、永続メモリスクラブを選択したサービスプロファイルとスクラブポリシーの

関連付けを解除する例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sample
UCS-A /org/service-profile # set scrub-policy pmemscrub
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile disassociate
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UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

選択した永続メモリスクラブでサーバを工場出荷時のデ

フォルトにリセットする
サーバを出荷時の設定にリセットできます。デフォルトでは、出荷時へのリセット操作は、ス

トレージドライブ、永続メモリモジュールおよび flexflashドライブに影響しません。これは
データの損失を防止するためです。ただし、これらのデバイスを既知の状態にリセットするこ

ともできます。

ストレージデバイスをリセットすると、データが失われる可能性があります。重要

サーバを出荷時のデフォルト設定にリセットし、永続メモリ設定とデータを削除するには、次

の手順を実行します。

手順の概要

1. UCS-A# scope server [chassis-num/server-num | dynamic-uuid]
2. UCS-A /chassis/server # reset factory-default [delete-persistent-memory | delete-flexflash-storage

| delete-storage [create-initial-storage-volumes] ]
3. UCS-A /chassis/server* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを開始します。UCS-A# scope server [chassis-num/server-num |
dynamic-uuid]

ステップ 1

サーバ設定の工場出荷時の初期状態へのリセット

は、次のコマンドオプションを使用して行います。

UCS-A /chassis/server # reset factory-default
[delete-persistent-memory | delete-flexflash-storage |
delete-storage [create-initial-storage-volumes] ]

ステップ 2

• factory-default：ストレージを削除せずに、サー
バを工場出荷時の初期状態にリセットします。

• delete-persistent-memory:サーバを工場出荷時の
初期状態にリセットし、永続メモリの設定と

データを削除します。

• delete-flexflash-storage：サーバを工場出荷時の
初期状態にリセットして、FlexFlashストレージ
を削除します。
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目的コマンドまたはアクション

• delete-storage：サーバを工場出荷時の初期状態
にリセットして、すべてのストレージを削除し

ます。

• create-initial-storage-volumes：サーバを工場出
荷時の初期状態にリセットし、すべてのスト

レージを削除して、すべてのディスクを初期状

態に設定します。

ストレージプロファイルを使用する

場合は、create-initial-storage-volumes
コマンドオプションを使用しないよ

うにしてください。ストレージプロ

ファイルを使用しているときに初期ボ

リュームを作成すると、設定エラーが

発生する可能性があります。

重要

保留中のすべてのトランザクションをコミットしま

す。

UCS-A /chassis/server* # commit-bufferステップ 3

例

次に、サーバを工場出荷時のデフォルトにリセットし、永続メモリ設定とデータを削

除して、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # reset factory-default delete-persistent-memory

UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
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