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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

Cisco UCS Manager CLIを使用した永続メモリの設定
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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

Cisco UCS Manager CLIを使用した永続メモリの設定
11

Cisco UCS Manager CLIを使用した永続メモリの設定
Modifying a Persistent Memory Policy



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。

Cisco UCS Manager CLIを使用した永続メモリの設定
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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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