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ストレージ プロファイル
ストレージプロファイルを作成して使用することで、ストレージディスクの数、これらのディス
クのロールと用途、およびその他のストレージパラメータを柔軟に定義できます。ストレージプ
ロファイルには、1 つ以上のサービス プロファイルのストレージ要件がカプセル化されます。ス
トレージ プロファイルで設定された LUN は、ブート LUN またはデータ LUN として使用でき、
また特定のサーバ専用にすることができます。さらに、ローカル LUN をブート デバイスとして
指定することも可能です。ただし、LUN のサイズ変更はサポートされていません。ストレージ プ
ロファイルを導入すると、次の利点があります。
• 複数の仮想ドライブを設定し、仮想ドライブによって使用される物理ドライブを選択できま
す。仮想ドライブのストレージ容量も設定できます。
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• ディスク グループに含まれるディスクの数、タイプ、ロールを設定できます。
• ストレージ プロファイルをサービス プロファイルに関連付けることができます。
ストレージ プロファイルは、組織レベルでも、サービス プロファイル レベルでも作成できます。
サービス プロファイルには、専用ストレージ プロファイルおよび組織レベルのストレージ プロ
ファイルを関連付けることができます。

ディスクグループおよびディスクグループ設定ポリシー
ストレージに使用するディスクは、ユーザが選択して設定できます。これらの物理ディスクの論
理集合をディスク グループと言います。ディスク グループを使用すれば、ローカル ディスクを
整理できます。ストレージ コントローラがディスク グループの作成と設定を制御します。
ディスクグループ設定ポリシーはディスクグループの作成方法と設定方法を定義したものです。
このポリシーで、ディスク グループに使用する RAID レベルを指定します。また、ディスク グ
ループのディスク、およびディスクのロールを手動で選択するか、自動で選択するかどうかも指
定します。1 つのディスク グループ ポリシーを使用して、複数のディスク グループを管理できま
す。ただし、1 つのディスク グループを複数のディスク グループ ポリシーで管理することはでき
ません。
ホット スペアとは、ディスク グループに含まれるディスクで障害が発生した場合にディスク グ
ループで使用できる、未使用の予備ディスクのことです。ホットスペアを使用できるのは、フォー
ルトトラレント RAID レベルをサポートするディスク グループのみです。また、ディスクは、グ
ローバル ホット スペアとして割り当てることができます。つまり、どのディスク グループでも
使用できます。

仮想ドライブ
1 つのディスク グループは、複数の仮想ドライブにパーティション分割できます。その場合、オ
ペレーティング システムには各仮想ドライブが個別の物理デバイスとして表されます。
ディスク グループのすべての仮想ドライブは、同じ 1 つのディスク グループ ポリシーを使用し
て管理する必要があります。
設定状態
[Configuration States] には、仮想ドライブの設定状態が示されます。仮想ドライブの設定状態は次
のいずれかになります。
• [Applying]：仮想ドライブを作成中です。
• [Applied]：仮想ドライブの作成が完了したか、仮想ディスク ポリシーの変更が設定されて正
常に適用されました。
• [Failed to apply]：基礎となるストレージ サブシステムで発生したエラーにより、仮想ドライ
ブの作成、削除、または名前変更が失敗しました。
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• [Orphaned]：この仮想ドライブを含むサービス プロファイルが削除されたか、サービス プロ
ファイルとストレージ プロファイルとの関連付けが解除されています。
展開状態
[Deployment States] には、仮想ドライブで実行中のアクションが示されます。仮想ドライブの展開
状態は次のいずれかになります。
• [No action]：仮想ドライブに対して保留中の作業項目はありません。
• [Creating]：仮想ドライブを作成中です。
• [Deleting]：仮想ドライブを削除中です。
• [Modifying]：仮想ドライブを変更中です。
動作状態
[Operability States] には、仮想ドライブの動作状態が示されます。仮想ドライブの動作状態は次の
いずれかになります。
• [Optimal]：仮想ドライブの動作状態は正常です。設定されているすべてのドライブがオンラ
インです。
• [Degraded]：仮想ドライブの動作状態は最適ではありません。設定されたドライブのいずれ
かに障害が発生したか、オフラインの状態です。
• [Cache-degraded]：仮想ドライブは write back モードの書き込みポリシーを使用して作成され
ましたが、BBU に障害が発生したか、BBU がありません。

（注）

always write back モードを選択した場合は、この状態になりません。

• [Partially degraded]：RAID 6 仮想ドライブの動作状態が最適ではありません。設定されたドラ
イブのいずれかに障害が発生したか、オフラインの状態です。RAID 6 は、最大 2 つのドライ
ブ障害を許容できます。
• [Offline]：仮想ドライブが、RAID コントローラで使用できません。これは基本的に障害状態
です。
• [Unknown]：仮想ドライブの状態は不明です。
プレゼンス ステータス
[Presence States] には、仮想ドライブ コンポーネントのプレゼンスが示されます。仮想ドライブの
プレゼンス ステータスは次のいずれになります。
• [Equipped]：仮想ドライブを利用できます。
• [Mismatched]：仮想ドライブの展開状態が、その仮想ドライブに設定されている状態と異な
ります。
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• [Missing]：仮想ドライブがありません。

RAID レベル
ディスク グループの RAID レベルは、可用性、データの冗長性、および I/O パフォーマンスの確
保を目的とした、ディスク グループでのデータの編成方法を表します。
RAID により、次の機能が提供されます。
• ストライピング：複数の物理デバイスでデータをセグメント化します。これにより、デバイ
スの同時アクセスが可能になり、スループットが向上するため、パフォーマンスが向上しま
す。
• ミラーリング：同じデータを複数のデバイスに書き込んで、データの冗長性を実現します。
• パリティ：デバイスで障害が発生した場合にエラーを修正できるよう、追加のデバイスに冗
長データを保管します。パリティによって完全な冗長性が実現されることはありませんが、
シナリオによってはエラー リカバリが可能になります。
• スパニング：複数のドライブが 1 つの大きなドライブであるかのように機能できます。たと
えば、4 台の 20 GB ドライブを結合して、1 台の 80 GB ドライブのようにすることができま
す。
サポートされている RAID レベルは次のとおりです。
• RAID 0 Striped：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、高速スループット
を提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生すると、すべての
データが失われます。
• RAID 1 Mirrored：データが 2 つのディスクに書き込まれ、1 つのディスクで障害が発生した
場合に完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイ サイズは、2 つのドライブの小さい方
の空き容量に等しくなります。
• RAID 5 Striped Parity：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化されます。各ディ
スクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用できるパリティ情報が
格納されます。RAID 5 は、高い読み取り要求レートで、アプリケーションに適切なデータ
スループットを提供します。
RAID 5 は、RAID-5 グループに属する複数のディスクにパリティ データ ブロックを配分しま
す。RAID 5 には、3 台以上のディスクが必要です。
• RAID 6 Striped Dual Parity：アレイのすべてのディスクにデータをストライプ化し、2 つのパ
リティ データ セットを使用して、最大 2 台の物理ディスクの障害に対する保護を提供しま
す。データ ブロックの各行に、2 セットのパリティ データが格納されます。
2 つ目のパリティ ブロックが追加される点を除けば、RAID 6 は RAID 5 と同じです。RAID
6 には 4 台以上のディスクが必要です。
• RAID 10 Mirrored and Striped：RAID 10 はミラーリングされたディスクのペアを使用して完全
なデータ冗長性を提供し、ブロック レベルのストライピングによって高度なスループット
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レートを実現します。RAID 10 は、パリティおよびブロック レベルのストライピングを使用
しないミラーリングを行います。RAID 10 には 4 台以上のディスクが必要です。
• RAID 50 Striped Parity and Striped：データが複数のストライプ化されたパリティ ディスク セッ
トにストライプ化され、高いスループットと複数のディスク故障耐性を提供します。
• RAID 60 Striped Dual Parity and Striped：データが複数のストライプ化されたパリティ ディス
ク セットにストライプ化され、高いスループットと優れたディスク故障耐性を提供します。

自動ディスク選択
ディスク グループ設定を指定して、そのディスク グループに含まれるローカル ディスクを指定
しないと、Cisco UCS Manager はディスク グループ設定ポリシーで指定された基準に従って、使
用するディスクを決定します。この場合、Cisco UCS Manager は複数の方法でディスクを選択でき
ます。
一連のディスクのすべての修飾子が一致すると、それらのディスクはスロット番号に従って順番
に選択されます。通常のディスクおよび専用ホット スペアは、スロット番号が小さい順に選択さ
れます。
ディスク選択プロセスは次のとおりです。
1 新しい仮想ドライブの作成が必要なすべてのローカル LUN について処理が繰り返されます。
繰り返し処理は、次の基準に、記載する順で従います。
a ディスクの種類
b 降順の最小ディスク サイズ
c 降順のスペース要件
d アルファベット順のディスク グループ修飾子名
e アルファベット順のローカル LUN 名
2 最小ディスク数および最小ディスク サイズに応じて、通常のディスクを選択します。検索基準
を満たすディスクのうち、スロット番号が最も小さい順にディスクが選択されます。

（注）

ドライブ タイプとして [Any] を指定すると、使用可能な最初のドライブが選択されます。最初
のドライブが選択されると、以降のドライブはそのドライブと互換性のあるタイプになりま
す。たとえば、最初のドライブが SATA である場合、後続のすべてのドライブも SATA とな
ります。
3 専用ホット スペアの選択方法も、通常のディスクを選択する場合と同じです。[Unconfigured
Good] 状態のディスクのみが選択されます。
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4 プロビジョニング済み LUN に、展開済み仮想ドライブと同じディスク グループ ポリシーが設
定されている場合は、同じディスク グループへの新しい仮想ドライブの展開を試みます。そう
でない場合は、展開する新しいディスクの検索を試みます。

サポートされている LUN の変更
LUN が関連付けられたサーバにすでに展開されているとしても、LUN 設定に対する一部の変更は
サポートされます。
次のタイプの変更を行うことができます。
• 新しい仮想ドライブの作成。
• 孤立した状態にある既存の仮想ドライブの削除。
• 既存の仮想ドライブに対する、再構成を伴わない変更。次の変更は、データ損失やパフォー
マンスの低下を伴わずに既存の仮想ドライブに対して行うことができます。
• ポリシーの変更。たとえば、キャッシュ書き込みポリシーを変更するなどです。
• ブート パラメータの変更
LUN を削除すると、警告が表示されます。データ損失を回避するための措置を取ってください。

サポートされていない LUN の変更
既存の LUN に対する変更の中には、元の仮想ドライブを破棄して新しい仮想ドライブを作成しな
ければ適用できない変更があります。その場合、すべてのデータが失われるため、そのような変
更はサポートされていません。
再構成を伴う既存の仮想ドライブに対する変更はサポートされていません。サポートされていな
い、再構成を伴う変更は次のとおりです。
• 再構成を通して可能となる、サポートされている任意の RAID レベルの変更。たとえば、
RAID0 から RAID1 への変更です。
• 再構成を通した仮想ドライブのサイズ増加。
• 再構成を通したディスクの追加および削除。
破壊的変更もサポートされていません。サポートされていない破壊的変更は次のとおりです。
• 再構成をサポートしない RAID レベルの変更。たとえば、RAID5 から RAID1 への変更です。
• 仮想ドライブのサイズ縮小。
• 同じドライブ グループに他の仮想ドライブが存在する状況における、再構成をサポートする
RAID レベルの変更。
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• ディスク ドライブに仮想ドライブを収容するだけのスペースが残っていない場合のディスク
の削除。
• 仮想ドライブで使用しているディスク セットの明示的変更。

ディスク挿入の処理
次の一連のイベントが発生する場合があります。
1 LUN が、次のいずれかの方法で作成されます。
1 ユーザがローカル ディスク参照を使用して、明示的にスロットを指定します。
2 ユーザが指定した基準に従って、システムがスロットを選択します。
2 LUN が正常に展開されます。つまり、そのスロットを使用する仮想ドライブが作成されます。
3 ディスクをスロットから取り外します（おそらくディスクで障害が発生したため）。
4 同じスロットに新しい有効なディスクを挿入します。
次のシナリオが可能です。
• 非冗長仮想ドライブ, （7 ページ）
• ホット スペア ドライブが割り当てられていない冗長仮想ドライブ, （7 ページ）
• ホット スペア ドライブが割り当てられた冗長仮想ドライブ, （8 ページ）
• ホット スペア ドライブの交換, （8 ページ）
• 未使用スロットへの物理ドライブの挿入, （8 ページ）

非冗長仮想ドライブ
非冗長仮想ドライブ（RAID0）は、物理ドライブが除去されると [Inoperable] 状態になります。新
しい有効なドライブが挿入されると、新しい物理ドライブは [Unconfigured Good] 状態になります。
非冗長仮想ドライブの場合、仮想ドライブの回復手段はありません。仮想ドライブを削除してか
ら再作成する必要があります。

ホット スペア ドライブが割り当てられていない冗長仮想ドライブ
冗長仮想ドライブ（RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60）にホット スペア
ドライブが割り当てられていないと、古い物理ドライブを取り除いたスロットに有効な物理ドラ
イブを挿入するまでは、仮想ドライブの不一致、仮想ドライブのメンバ欠如、ローカル ディスク
の欠如といった障害状態になります。
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物理ドライブのサイズが古いドライブのサイズ以上である場合、ストレージ コントローラは自動
的にその新しいドライブを仮想ドライブ用に使用します。新しいドライブは [Rebuilding] 状態にな
ります。再ビルドが完了すると、仮想ドライブは [Online] 状態に戻ります。

ホット スペア ドライブが割り当てられた冗長仮想ドライブ
冗長仮想ドライブ（RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60）にホット スペア
ドライブが割り当てられている場合、ドライブで障害が発生したり、ドライブを取り除いたりす
ると、仮想ドライブが [Degraded] 状態になった時点で、専用ホット スペア ドライブ（使用可能な
場合）が [Rebuilding] 状態になります。再ビルドが完了すると、そのドライブが [Online] 状態にな
ります。
仮想ドライブが運用可能であっても、仮想ドライブは Cisco UCSM が期待する物理設定と一致し
ないため、ディスク欠如および仮想ドライブ不一致の障害が発生します。
ディスクが欠如しているスロットに新しいディスクを挿入すると、前のホットスペアディスクか
ら、新しく挿入されたディスクへの自動コピーバックが開始されます。コピーバックの後、ホッ
ト スペア ディスクが復元されます。復元された時点で、すべてのエラーがクリアされます。
自動コピー バックが開始されず、新しく挿入したディスクの状態が [Unconfigured Good]、[JBOD]
または [Foreign Configuration] のままになっている場合は、新しいディスクをスロットから取り除
き、前のホットスペアディスクをスロットに再挿入して、外部設定をインポートしてください。
これにより再ビルド プロセスが開始され、ドライブの状態が [Online] になります。その時点で、
新しいディスクをホット スペア スロットに挿入し、ホット スペアとしてマークして、Cisco UCSM
で使用可能な情報と完全に一致させます。

ホット スペア ドライブの交換
ホット スペア ドライブを交換すると、新しいホット スペア ドライブは [Unconfigured Good]、
[Unconfigured Bad]、[JBOD]、または [Foreign Configuration] 状態になります。
ホット スペア ドライブの状態が Cisco UCSM で設定されている状態と異なることから、仮想ドラ
イブの不一致または仮想ドライブ メンバの不一致による障害が発生します。
このエラーは、手動でクリアする必要があります。それには、次の操作を実行します。
1 新しく挿入されたドライブの状態を [Unconfigured Good] に戻します。
2 新しく挿入されたドライブを、Cisco UCSM が期待するホット スペア ドライブとなるように設
定します。

未使用スロットへの物理ドライブの挿入
未使用のスロットに新しい物理ドライブを挿入した場合、そのドライブが [Unconfigured Good] 状
態であっても、正常な物理ドライブが欠如している仮想ドライブがあると、ストレージ コント
ローラも Cisco UCSM もその新しいドライブを利用しません。
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その場合、ドライブは [Unconfigured Good] 状態になるだけです。新しいドライブを利用するには、
新しく挿入されたドライブを参照するように LUN を変更するか、そのドライブを参照する LUN
を作成する必要があります。

仮想ドライブの命名
UCSM を使用して仮想ドライブを作成すると、UCSM がその仮想ドライブに固有 ID を割り当て
ます。以降の操作では、この ID を使用して確実に仮想ドライブを識別できます。UCSM では、
サービス プロファイルを関連付ける時点で仮想ドライブに柔軟に名前を付けられるようにもなっ
ています。サービス プロファイルまたはサーバによって参照されていない仮想ドライブは、いず
れも孤立した仮想ドライブとしてマークされます。
固有 ID に加え、名前がドライブに割り当てられます。名前は、次の 2 つの方法で割り当てられま
す。
• 仮想ドライブを設定する際に、ストレージ プロファイルで参照できる名前を、ユーザが明示
的に割り当てることができます。
• ユーザが仮想ドライブの名前をプロビジョニングしなかった場合、UCSM が仮想ドライブの
一意の名前を生成します。
サービス プロファイルまたはサーバによって参照されていない仮想ドライブの名前は変更するこ
とができます。

LUN の参照解除
LUN を使用するサービス プロファイルがなくなると、LUN の参照は解除されます。LUN の参照
解除は、次のシナリオの一環として行われる場合があります。
• LUN がストレージ プロファイルから参照されなくなった。
• ストレージ プロファイルがサービス プロファイルから参照されなくなった。
• サーバの関連付けがサービス プロファイルから解除された。
• サーバが稼働停止された。
LUN が参照されなくなっても、サーバがまだ関連付けられている場合は、再関連付けが行われま
す。
LUN が含まれていたサービス プロファイルが削除されると、LUN の状態は [Orphaned] に変更さ
れます。
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ストレージ プロファイルの設定
コントローラの制限と制約事項

コントローラの制限と制約事項
• Cisco UCS C240、C220、C24、および C22 サーバの場合、ストレージ コントローラはサーバ
あたり 24 台の仮想ドライブを制御できます。他のすべてのサーバの場合、ストレージ コン
トローラはサーバあたり 16 台の仮想ドライブを制御できます。
• Cisco UCS Manager リリース 2.2(4) では、ブロック サイズが 4K のドライブはブレード サー
バではサポートされませんが、ラックマウント サーバではサポートされます。ブロック サ
イズが 4K のドライブをブレード サーバに挿入した場合、検出に失敗し、「Unable to get
Scsi Device Information from the system」というエラー メッセージが表示され
ます。

ストレージ プロファイルの設定
ディスク グループ ポリシーの設定
ディスク グループ ポリシーの設定は、自動または手動でディスクを選択することにより行いま
す。ディスク グループの設定には、次の操作が必要です。
1 RAID レベルの設定, （10 ページ）
2 ディスク グループ内のディスクの自動設定, （11 ページ） または ディスク グループ内のディ
スクの手動設定, （14 ページ）
3 仮想ドライブ プロパティの設定, （15 ページ）

RAID レベルの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組
織モードを開始するには、/ を org-name として入
力します。

ステップ 2

UCS-A /org# create
disk-group-config-policy
disk-group-name

指定された名前でディスク グループ設定ポリシー
を作成して、ディスク グループ設定ポリシー モー
ドを開始します。
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ストレージ プロファイルの設定
ディスク グループ ポリシーの設定

コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

UCS-A
ディスク グループ設定ポリシーの RAID レベルを
/org/disk-group-config-policy* # 指定します。指定可能な RAID レベルを以下に示
set raid-level raid-level
します。
• raid-0-striped
• raid-1-mirrored
• raid-10-mirrored-and-striped
• raid-5-striped-parity
• raid-6-striped-dual-parity
• raid-50-striped-parity-and-striped
• raid-60-striped-dual-parity-and-striped

ステップ 4

UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコミットし
/org/disk-group-config-policy* # ます。
commit-buffer

次に、ディスク グループ設定ポリシーの RAID レベルを設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create disk-group-config-policy raid5policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # set raid-level raid-5-striped-parity
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # commit-buffer

次の作業
ディスク グループ設定ポリシーの一部としてディスクを自動または手動で設定します。

ディスク グループ内のディスクの自動設定
UCSM により、ディスク グループ内のディスクを自動的に選択し、設定することができます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステッ
プ2

UCS-A /org# enter disk-group-config-policy 指定されたディスク グループ名のディスク
disk-group-name
グループ設定ポリシー モードを開始しま
す。
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ストレージ プロファイルの設定
ディスク グループ ポリシーの設定

コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ3

UCS-A /org/disk-group-config-policy* # enter ディスク グループ認定モードを開始しま
disk-group-qual
す。このモードでは、UCSM が、自動的
に、指定されたディスク グループの一部と
してディスクを設定します。

ステッ
プ4

UCS-A
ディスク グループのドライブ タイプを指定
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* します。次のオプションを選択できます。
# set drive-type drive-type
• HDD
• SSD
• 未指定
（注）

ステッ
プ5

ドライブのタイプとして
Unspecified を指定した場合は、最
初の使用可能なドライブが選択さ
れます。このドライブが選択され
ると、以降のドライブのタイプは
これと互換性のあるものとなりま
す。たとえば、最初のドライブが
SSD の場合、以降のすべてのドラ
イブが SSD になります。

UCS-A
ディスク グループの最小ドライブ サイズを
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* 指定します。この基準を満たすディスク以
# set min-drive-size drive-size
外は選択できません。
最小ドライブ サイズの範囲は 0 ～ 10240 GB
です。最小ドライブ サイズを Unspecified
に設定することもできます。最小ドライブ
サイズを Unspecified に設定した場合は、す
べてのサイズのドライブが選択可能になり
ます。

ステッ
プ6

UCS-A
ディスク グループの専用ホット スペアの数
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* を指定します。
# set num-ded-hot-spares hot-spare-num
専用ホット スペア数の範囲は 0 ～ 24 です。
専用ホット スペアの数を Unspecified に設
定することもできます。専用ホット スペア
の数を Unspecified に設定した場合は、ディ
スク選択プロセスに従ってホット スペアが
選択されます。
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ストレージ プロファイルの設定
ディスク グループ ポリシーの設定

コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ7

UCS-A
ディスク グループのドライブの数を指定し
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* ます。
# set num-drives drive-num
Cisco UCS C240、C220、C24、および C22
サーバの場合、ドライブの範囲は 0 から 24
です。他のすべてのサーバの場合、1 サー
バ当たりの制限は最大 16 ドライブです。ド
ライブの数を Unspecified に設定することも
できます。ドライブの数を Unspecified に設
定した場合は、ドライブの数がディスク選
択プロセスに従って選択されます。

ステッ
プ8

UCS-A
ディスク グループのグローバル ホット ス
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* ペアの数を指定します。
# set num-glob-hot-spares hot-spare-num
グローバル ホット スペアの数の範囲は 0 ～
24 です。グローバル ホット スペアの数を
Unspecified に設定することもできます。グ
ローバル ホット スペアの数を Unspecified
に設定した場合は、ディスク選択プロセス
に従ってグローバル ホット スペアが選択さ
れます。

ステッ
プ9

UCS-A
ディスク グループ ポリシーの残りのディス
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* クが使用されるかどうかを指定します。
# set use-remaining-disks {no | yes}
このコマンドのデフォルト値は no です。

ステッ
プ 10

UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* トします。
# commit-buffer

次に、ディスク グループ設定ポリシーに対してディスクを自動的に設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter disk-group-config-policy raid5policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # enter disk-group-qual
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set drive-type hdd
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set min-drive-size 1000
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-ded-hot-spares 2
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-drives 7
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set num-glob-hot-spares 2
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # set use-remaining-disks no
UCS-A /org/disk-group-config-policy/disk-group-qual* # commit-buffer

次の作業
仮想ドライブを設定します。
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ストレージ プロファイルの設定
ディスク グループ ポリシーの設定

ディスク グループ内のディスクの手動設定
ディスク グループのディスクを手動で設定することができます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入りま
す。ルート組織モードを開始するに
は、/ を org-name として入力します。

ステッ
プ2

UCS-A /org# enter disk-group-config-policy
disk-group-name

指定されたディスク グループ名のディ
スク グループ設定ポリシー モードを開
始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/disk-group-config-policy* # create
local-disk-config-ref slot-num

指定されたスロットのローカル ディス
ク設定参照を作成して、ローカル ディ
スク設定参照モードを開始します。

ステッ
プ4

UCS-A
ディスク グループ内のローカル ディス
/org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref クのロールを指定します。次のオプ
*# set role role
ションを選択できます。
• ded-hot-spare：専用のホット スペ
ア
• Glob-hot-spare：グローバル ホット
スペア
• normal

ステッ
プ5

UCS-A
ディスクが属しているスパン グループ
/org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref の ID を指定します。単一のスパン グ
*# set span-id span-id
ループに属している複数のディスク
は、大容量の単一ディスクとして扱う
ことができます。値の範囲は 0 ～ 8 で
す。スパニング情報が必要ない場合
は、スパン ID を Unspecified として設
定することもできます。

ステッ
プ6

UCS-A
トランザクションをシステムの設定に
/org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref コミットします。
*# commit-buffer
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ストレージ プロファイルの設定
ディスク グループ ポリシーの設定

次に、ディスク グループ設定ポリシーに対してディスクを手動で設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter disk-group-config-policy raid5policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy* # create local-disk-config-ref 1
UCS-A /org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref *# set role ded-hot-spare
UCS-A /org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref* # set span-id 1
UCS-A /org/disk-group-config-policy/local-disk-config-ref *# commit-buffer

次の作業
仮想ドライブ プロパティを設定します。

仮想ドライブ プロパティの設定
1 つのディスク グループ内のすべての仮想ドライブを単一のディスク グループ ポリシーを使用し
て管理する必要があります。
これらのプロパティをサポートしないサーバに関連付けようとすると、設定エラーが生成されま
す。
次のストレージ コントローラだけがこれらのプロパティをサポートします。
• LSI 6G MegaRAID SAS 9266-8i
• LSI 6G MegaRAID SAS 9271-8i
• LSI 6G MegaRAID 9265-8i
• LSI MegaRAID SAS 2208 ROMB
• LSI MegaRAID SAS 9361-8i
LSI MegaRAID SAS 2208 ROMB コントローラの場合、これらのプロパティは、B420-M3 ブレード
サーバだけでサポートされます。他のコントローラでは、これらのプロパティは複数のラック
サーバでサポートされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入りま
す。ルート組織モードを開始するに
は、/ を org-name として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org# scope disk-group-config-policy 指定されたディスク グループ名のディ
disk-group-name
スク グループ設定ポリシー モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A /org/disk-group-config-policy* # create 仮想ドライブ定義を作成して、仮想ド
virtual-drive-def
ライブ定義モードを開始します。
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ストレージ プロファイルの設定
ディスク グループ ポリシーの設定

コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

UCS-A
アクセス ポリシーを指定します。次の
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* いずれかになります。
# set access-policy policy-type
• blocked
• platform-default
• read-only:
• read-write

ステップ 5

UCS-A
ドライブ キャッシュの状態を指定しま
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* す。次のいずれかになります。
# set drive-cache state
• イネーブル化
• disable
• no-change
• platform-default

ステップ 6

UCS-A
I/O ポリシーを指定します。次のいずれ
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* かになります。
# set io-policy policy-type
• cached
• direct
• platform-default

ステップ 7

UCS-A
読み取りポリシーを指定します。次の
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* いずれかになります。
# set read-policy policy-type
• normal
• platform-default
• read-ahead

ステップ 8

UCS-A
ストリップ サイズを指定します。次の
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* いずれかになります。
# set strip-size strip-size
• 64 KB
• 128 KB
• 256 KB
• 512 KB
• 1024 KB
• platform-default
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ストレージ プロファイルの設定
ストレージ プロファイルの作成

コマンドまたはアクション
ステップ 9

目的

UCS-A
書き込みキャッシュ ポリシーを指定し
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* ます。次のいずれかになります。
# set write-cache-policy policy-type
• always-write-back
• platform-default
• write-back-good-bbu
• write-through

ステップ 10

UCS-A
トランザクションをシステムの設定に
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* コミットします。
# commit-buffer

ステップ 11

UCS-A
設定された仮想ドライブ プロパティを
/org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* 表示します。
# show

次に、仮想ディスク プロパティを設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope disk-group-config-policy raid0policy
UCS-A /org/disk-group-config-policy # create virtual-drive-def
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set access-policy read-write
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set drive-cache enable
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set io-policy cached
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set read-policy normal
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set strip-size 1024
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # set write-cache-policy write-through
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def* # commit-buffer
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def # show
Virtual Drive Def:
Strip Size (KB): 1024KB
Access Policy: Read Write
Read Policy: Normal
Configured Write Cache Policy: Write Through
IO Policy: Cached
Drive Cache: Enable
UCS-A /org/disk-group-config-policy/virtual-drive-def #

次の作業
ストレージ プロファイルの作成

ストレージ プロファイルの作成
ストレージ プロファイルは、組織レベルとサービス プロファイル レベルで作成できます。
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ストレージ プロファイルの設定
ストレージ プロファイルの削除

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # create storage-profile
storage-profile-name

指定された名前を持つストレージ プロファ
イルを組織レベルで作成し、ストレージ プ
ロファイル設定モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/storage-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

ステップ 4

UCS-A /org* # enter service-profile
service-profile-name

（任意）
指定されたサービス プロファイルを入力し
ます。

ステップ 5

UCS-A /org/service-profile* # create
storage-profile-def

（任意）
ストレージ プロファイルをサービス プロ
ファイル レベルで作成します。

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをシステムの設定にコミッ
/org/service-profile/storage-profile-def* トします。
# commit-buffer

次に、ストレージ プロファイルを組織レベルで作成する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create storage-profile stp2
UCS-A /org/storage-profile* # commit-buffer

次に、ストレージ プロファイルをサービス プロファイル レベルで作成する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org* # enter service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # create storage-profile-def
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def* # commit-buffer

次の作業
ローカル LUN の作成

ストレージ プロファイルの削除
組織レベルまたはサービス プロファイル レベルで作成されたストレージ プロファイルを削除で
きます。
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ストレージ プロファイルの設定
ストレージ プロファイル PCH コントローラ定義の作成

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # delete storage-profile 組織レベルで、指定された名前を持つストレー
storage-profile-name
ジ プロファイルを削除します。

ステップ 3

UCS-A /org # scope service-profile （任意）
service-profile-name
指定されたサービス プロファイルを入力しま
す。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile # delete （任意）
storage-profile-def
サービス プロファイル レベルの専用ストレー
ジ プロファイルを削除します。

次に、組織レベルのストレージ プロファイルを削除する例を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # delete storage-profile stor1

次に、サービス プロファイル レベルのストレージ プロファイルを削除する例を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # delete storage-profile-def

ストレージ プロファイル PCH コントローラ定義の作成
ストレージ プロファイル下の組織レベルまたはサービス プロファイル レベルで PCH コントロー
ラ定義を作成できます。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入り
ます。ルート組織モードを開始す
るには、/ を org-name として入力
します。
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ストレージ プロファイルの設定
ストレージ プロファイル PCH コントローラ定義の作成

コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope storage-profile storage-profile-name 選択したストレージ プロファイ
ルのストレージ プロファイル コ
ンフィギュレーション モードを
開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/storage-profile # create controller-def
controller-definition-name

PCH コントローラ定義を指定さ
れた名前で作成し、コントローラ
定義コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ステッ
プ4

UCS-A /org/storage-profile/controller-def* # create
controller-mode-config

PCH コントローラ コンフィギュ
レーションを作成し、コントロー
ラ モード コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ステッ
プ5

UCS-A
サーバは、サービス プロファイ
/org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config* ルとの関連付けが解除されても、
# set protect-config {yes|no}
PCH コントローラ内の設定を保
持するかどうかを指定します。

ステッ
プ6

UCS-A
PCH コントローラの RAID モード
/org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config* を指定します。
# set raid-mode {any-configuration | no-local-storage |
no-raid | raid-0-striped | raid-1-mirrored |
raid-5-striped-parity |
raid-50--striped-parity-and-striped |
raid-6-striped-dual-parity |
raid-60-striped-dual-parity-and-striped |
raid-10-mirrored-and-striped}
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このタスクでは、スト
レージ プロファイルが
組織レベルにあること
を想定しています。ス
トレージ プロファイル
がサービス プロファイ
ル レベルの場合に、
サービス プロファイル
下のストレージ プロ
ファイル定義にスコー
プ設定する手順につい
ては、次の例を参照し
てください。

ストレージ プロファイルの設定
ストレージ プロファイル PCH コントローラ定義の削除

コマンドまたはアクション
ステッ
プ7

目的

UCS-A
トランザクションをシステムの設
/org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config* 定にコミットします。
# commit-buffer

この例では、「storage-profile-A」という名前の組織レベル ストレージ プロファイルに、RAID モー
ドが RAID 1 に設定されミラーリングされている、「raid1-controller」と呼ばれる PCH コントロー
ラ定義を追加する方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope storage-profile storage-profile-A
UCS-A /org/storage-profile # create controller-def raid1-controller
UCS-A /org/storage-profile/controller-def* # create controller-mode-config
UCS-A /org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config* # set protect-config yes
UCS-A /org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config* # set raid-mode
raid-1-mirrored
UCS-A /org/storage-profile/controller-def/controller-mode-config* # commit buffer

この例では、「Service-Profile1」と呼ばれるサービス プロファイルにスコープし、ストレージ プ
ロファイルを作成し、その後そのストレージ プロファイル内で「Raid60Ctrlr」と呼ばれる PCH コ
ントローラ定義を作成する方法を示します。コントローラ定義の保護モードはオフになっており、
RAID 60 ストライピング デュアル パリティとストライピングを使用します。
UCS-A /org/service-profile # scope org /
UCS-A /org # scope service-profile Service-Profile1
UCS-A /org/service-profile # create storage-profile-def
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def* # create controller-def Raid60Ctrlr
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/controller-def* # create controller-mode-config
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/controller-def/controller-mode-config* # set
protect-config no
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/controller-def/controller-mode-config* # set
raid-mode raid-60-striped-dual-parity-and-striped
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/controller-def/controller-mode-config* #
commit-buffer

ストレージ プロファイル PCH コントローラ定義の削除
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組織
モードを開始するには、/ を org-name として入力し
ます。
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ストレージ プロファイルの設定
ローカル LUN の作成

コマンドまたはアクション

目的
（注）

このタスクでは、ストレージ プロファイ
ルが組織レベルにあることを想定していま
す。ストレージ プロファイルがサービス
プロファイル レベルの場合に、サービス
プロファイル下のストレージ プロファイ
ル定義にスコープ設定する手順について
は、次の例を参照してください。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
storage-profile
storage-profile-name

選択したストレージ プロファイルのストレージ プロ
ファイル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /org/storage-profile #
delete controller-def
controller-definition-name

PCH コントローラ定義を指定された名前で削除しま
す。

ステップ 4

UCS-A /org/storage-profile* # トランザクションをシステムの設定にコミットしま
commit-buffer
す。

この例では、「storage-profile-A」という名前の組織レベル ストレージ プロファイルから
「raid1-controller」と呼ばれる PCH コントローラ定義を削除する方法を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope storage-profile storage-profile-A
UCS-A /org/storage-profile # delete controller-def raid1-controller
UCS-A /org/storage-profile* # commit-buffer

ローカル LUN の作成
ローカル LUN は、組織レベルのストレージ プロファイル内に作成することも、サービス プロファ
イル レベルの専用ストレージ プロファイル内に作成することもできます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # enter storage-profile 指定されたストレージ プロファイルのスト
storage-profile-name
レージ プロファイル モードを開始します。
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ストレージ プロファイルの設定
ローカル LUN の作成

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A /org/storage-profile* # create 指定された名前を持つローカル LUN を作成し
local-lun lun-name
ます。

ステップ 4

UCS-A /org/storage-profile/local-lun* LUN を自動展開にするかどうかを指定しま
# set auto-deploy {auto-deploy |
す。
no-auto-deploy}

ステップ 5

UCS-A /org/storage-profile/local-lun* この LUN のディスク ポリシー名を指定しま
# set disk-policy-name
す。
disk-policy-name

ステップ 6

UCS-A /org/storage-profile/local-lun* LUN を使用可能なすべてのディスク グループ
# set expand-to-avail {no | yes}
に展開するかどうかを指定します。
各サービス プロファイルでは、1 つの LUN の
みをこのオプションを使用するように設定で
きます。

ステップ 7

UCS-A /org/storage-profile/local-lun* この LUN のサイズを GB 単位で指定します。
# set size size
有効なサイズの範囲は 1 ～ 10240 GB です。
（注）

ステップ 8

孤立した LUN を要求する際に LUN
サイズを指定する必要はありませ
ん。

UCS-A /org/storage-profile/local-lun* トランザクションをシステムの設定にコミッ
# commit-buffer
トします。

次に、組織レベルのストレージ プロファイル内にローカル LUN を設定する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter storage-profile stp2
UCS-A /org/storage-profile* # create local-lun lun2
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set auto-deploy no-auto-deploy
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set disk-policy-name dpn2
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set expand-to-avail yes
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # set size 1000
UCS-A /org/storage-profile/local-lun* # commit-buffer

次に、サービス プロファイル レベルの専用ストレージ プロファイル内にローカル LUN を設定す
る例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter storage-profile-def
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def # create local-lun lun1
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set auto-deploy no-auto-deploy
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set disk-policy-name dpn1
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set expand-to-avail yes
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # set size 1000
UCS-A /org/service-profile/storage-profile-def/local-lun* # commit-buffer
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ストレージ プロファイルの設定
ローカル LUN の作成

次の作業
サービス プロファイルとストレージ プロファイルの関連付け

ストレージ プロファイル内のローカル LUN の削除
LUN を削除すると、サーバから仮想ドライブ参照が削除された後、対応する仮想ドライブが孤立
としてマークされます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルー
ト組織モードを開始するには、/ を org-name
として入力します。

ステップ 2

UCS-A /org # enter storage-profile 指定されたストレージ プロファイルのスト
storage-profile-name
レージ プロファイル モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/storage-profile* # show （任意）
local-lun
指定されたストレージプロファイル内のロー
カル LUN を表示します。

ステップ 4

UCS-A /org/storage-profile* # delete 指定された LUN を削除します。
local-lun lun-name

ステップ 5

UCS-A /org/storage-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、ストレージ プロファイル内の LUN を削除する例を示します。
UCS-A # scope org
UCS-A /org # enter storage-profile stp2
UCS-A /org/storage-profile # show local-lun
Local SCSI LUN:
LUN Name

Size (GB)

Order

Disk Policy Name Auto Deploy

---------- ----------- ---------------- ---------------- ----------luna

1

2

raid0

Auto Deploy

lunb

1

1

raid0

Auto Deploy

UCS-A /org/storage-profile # delete local-lun luna
UCS-A /org/storage-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/storage-profile* # show local-lun
Local SCSI LUN:
LUN Name

Size (GB)

Order
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Disk Policy Name Auto Deploy

ストレージ プロファイルの設定
ストレージ プロファイルとサービス プロファイルの関連付け

---------- ----------- ---------------- ---------------- ----------lunb

1

1

raid0

Auto Deploy

ストレージ プロファイルとサービス プロファイルの関連付け
組織レベルで作成されたストレージプロファイルは複数のサービスプロファイルから参照できる
ため、そのストレージ プロファイルをサービス プロファイルと関連付けるためには、サービス
プロファイル内での名前参照が必要となります。

重要

ストレージ プロファイルは組織レベルで定義することも、サービス プロファイルで（専用ス
トレージ プロファイルとして）定義することもできます。したがって、組織のストレージ プ
ロファイルと専用ストレージ プロファイルの両方がある場合、サービス プロファイルはその
両方から有効なローカル LUN を継承します。サービス プロファイルは、最大 2 つのローカル
LUN を継承できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート組
織モードを開始するには、/ を org-name として入
力します。

ステップ 2

UCS-A /org # scope
service-profile
service-profile-name

指定されたサービス プロファイル モードを開始
します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile # set 指定されたストレージ プロファイルとサービス
storage-profile-name
プロファイルを関連付けます。
storage-profile-name
（注）
ストレージ プロファイルからサービス
プロファイルの関連付けを解除するに
は、set storage-profile-name コマンドを
使用し、ストレージ プロファイル名と
して "" を指定します。

ステップ 4

UCS-A /org/service-profile* #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。

次に、ストレージ プロファイルとサービス プロファイルを関連付ける例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile # set storage-profile-name stp2
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ストレージ プロファイルの設定
サービス プロファイルに継承されたすべてのローカル LUN の詳細の表示

次に、ストレージプロファイルからサービスプロファイル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 sp1
UCS-A /org/service-profile # set storage-profile-name ""

サービスプロファイルに継承されたすべてのローカル LUN の詳細の表
示
ストレージ プロファイルは、組織レベルで定義することも、サービス プロファイルの専用スト
レージプロファイルとして定義することもできます。したがって、組織のストレージプロファイ
ルと専用ストレージプロファイルの両方がある場合、サービスプロファイルはその両方から有効
なローカル LUN を継承します。サービス プロファイルは、最大 2 つのローカル LUN を継承でき
ます。次のコマンドを使用することで、サービス プロファイルに継承されたすべてのローカル
LUN の詳細を表示できます。

手順
コマンドまたは 目的
アクション
UCS-A
ス
指定したサービス プロファイルに継承されたすべてのローカル LUN に関
テッ /org/service-profile する次の詳細情報が表示されます。
プ 1 # show
• [Name]：ストレージ プロファイルでの LUN の名前。
local-lun-ref
• [Admin State]：ローカル LUN が展開されるかどうかを指定します。
管理状態は、[Online]Onlineまたは [Undeployed]Undeployedのいずれ
かになります。
ローカル LUN がサービス プロファイルによって参照されている場
合、auto-deploy ステータスが no-auto-deploy であれば、管理状態は
Undeployed になり、そうでない場合は、Online になります。ローカ
ル LUN がサービス プロファイルによって参照された後は、そのロー
カル LUN の自動展開のステータスが変更されたとしても、サービス
プロファイルに継承された LUN の管理状態には反映されません。
• [RAID Level]：使用されているディスク グループの RAID レベルの
要約。
• [Provisioned Size (GB)]：ストレージ プロファイルに指定されている
LUN のサイズ（GB 単位）。
• [Assigned Size (MB)]：UCSM によって割り当てられたサイズ（MB
単位）。
• [Config State]：LUN 設定の状態。状態は次のいずれかになります。
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ストレージ プロファイルの設定
サービス プロファイルに継承されたすべてのローカル LUN の詳細の表示

コマンドまたは 目的
アクション
• [Applying]：管理状態は [Online] です。LUN はサーバに関連付
けられていて、仮想ドライブが作成されているところです。
• [Applyed]：管理状態は [Online] です。LUN はサーバに関連付け
られていて、仮想ドライブが作成されました。
• [Apply Failed]：管理状態は [Online] です。LUN はサーバに関連
付けられていますが、仮想ドライブの作成が失敗しました。
• [Not Applied]：LUN がサーバに関連付けられていないか、サー
バに関連付けられていても、管理状態が [Undeployed] になって
います。
• Reference LUN：事前プロビジョニングされた仮想ドライブ名または
UCSM が生成した仮想デバイス名。
• Deploy Name：展開後の仮想ドライブ名。
• ID：仮想ドライブ ID。
• Drive State：仮想ドライブの状態。以下の状態があります。
• 不明（Unknown）
• Optimal
• Degraded
• Inoperable
• Partially Degraded

UCS-A /org/service-profile # show local-lun-ref
Local LUN Ref:
Profile LUN Name Admin State RAID Level
Size (MB)
Config State Referenced Lun Deploy Name ID

Provisioned Size (GB)
Drive State

Assigned

---------------- ----------- ---------------------- ----------------------------------------- ------------ -------------- ----------- ----------- ----------luna
1024 Applied

Online
luna-1

RAID 0 Striped
luna-1

1003

1

lunb
1024 Applied

Online
lunb-1

RAID 0 Striped
lunb-1

1004

Optimal
1
Optimal

UCS-A /org/service-profile #

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーション ガイド
27

ストレージ プロファイルの設定
ブレード サーバの RAID コントローラの外部設定のインポート

Local LUN Ref:
Name
Admin State RAID Level
Provisioned Size (GB) Assigned
Size (MB)
Config State Referenced Lun Deploy Name ID
Drive State
---------------- ----------- ---------------------- ----------------------------------------- ------------ -------------- ----------- ----------- ----------lun111
Online
RAID 0 Striped
30
30720
Applied
lun111-1
lun111-1
1001
Optimal
lun201
Online
Unspecified
1
0
Not Applied

ブレード サーバの RAID コントローラの外部設定のインポート
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

指定したサーバのサーバ モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope
raid-controller raid-contr-id {sas | sata}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/raid-controller # set Foreign Configuration 状態にあるローカ
admin-state import-foreign-configuration ル ディスクからの設定のインポートを
可能にします。

次に、Foreign Configuration 状態にあるローカル ディスクから外部設定をインポートする例を示し
ます。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # set admin-state import-foreign-configuration
UCS-A /chassis/server/raid-controller* #

ラック サーバの RAID コントローラの外部設定のインポート
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A # scope server server-id

指定したサーバのサーバ モードを開始
します。
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ストレージ プロファイルの設定
ブレード サーバのローカル ディスク操作の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /server # scope raid-controller
raid-contr-id {sas | sata}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /server/raid-controller # set
admin-state
import-foreign-configuration

Foreign Configuration 状態にあるローカ
ル ディスクからの設定のインポートを
可能にします。

次に、Foreign Configuration 状態にあるローカル ディスクから外部設定をインポートする例を示し
ます。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /server/raid-controller # set admin-state import-foreign-configuration
UCS-A /server/raid-controller* #

ブレード サーバのローカル ディスク操作の設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num |
dynamic-uuid]

指定したサーバのサーバ モードを開始します。

ステッ
プ2

UCS-A /chassis/server # scope
raid-controller raid-contr-id {sas |
sata}

RAID コントローラ モードを開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /chassis/server/raid-controller # ローカル ディスク設定モードを開始します。
scope local-disk local-disk-id

ステッ
プ4

UCS-A
ローカル ディスクを次の状態のいずれかに設定
/chassis/server/raid-controller/local-disk します。
# set admin-state
• clear-foreign-configuration：新しい設定に導
{clear-foreign-configuration |
dedicated-hot-spare [admin-vd-id] |
入された時点でローカル ディスク内に存在
prepare-for-removal |
する外部設定を消去します。
remove-hot-spare | unconfigured-good
• dedicated-hot-spare：ローカル ディスクを専
| undo-prepare-for-removal}
用ホット スペアとして指定します。割り当
てることが可能な管理仮想ドライブ ID の範
囲は 0 ～ 4294967295 です。
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コマンドまたはアクション

目的
• prepare-for-removal：ローカル ディスクを
シャーシから削除する対象としてマークす
るように指定します。
• remove-hot-spare：ローカル ディスクがホッ
ト スペアではなくなるように指定します。
これは、不一致エラーを解消するためだけ
に使用してください。
• unconfigured-good：ローカル ディスクが設
定可能になるように指定します。
• undo-prepare-for-removal：ローカル ディス
クをシャーシから削除する対象としてマー
クしないように指定します。

次に、ローカル ディスクから外部設定を消去する例を示します。
UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk # set admin-state clear-foreign-configuration

次に、ローカル ディスクを専用ホット スペアとして指定する例を示します。
UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk* # set admin-state dedicated-hot-spare
1001

次に、ローカル ディスクをシャーシから削除する対象としてマークするように指定する例を示し
ます。
UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk* # set admin-state prepare-for-removal

次に、ローカルディスクをホットスペアとして削除する対象としてマークするように指定する例
を示します。
UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk* # set admin-state remove-hot-spare

次に、ローカル ディスクが有効であるが使用のための設定がされていない状態になるように指定
する例を示します。
UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk* # set admin-state unconfigured-good

次に、ローカル ディスクをシャーシから削除する対象としてマークしないように指定する例を示
します。
UCS-A /chassis/server/raid-controller/local-disk* # set admin-state undo-prepare-for-removal
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ラック サーバのローカル ディスク操作の設定

ラック サーバのローカル ディスク操作の設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope server server-id

指定したサーバのサーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /server # scope
RAID コントローラ モードを開始します。
raid-controller raid-contr-id {sas
| sata}

ステップ 3

UCS-A /server/raid-controller #
scope local-disk local-disk-id

ステップ 4

UCS-A
ローカル ディスクを次の状態のいずれかに設定しま
/server/raid-controller/local-disk # す。
set admin-state
• clear-foreign-configuration：新しい設定に導入
{clear-foreign-configuration |
dedicated-hot-spare [admin-vd-id]
された時点でローカル ディスク内に存在する
| prepare-for-removal |
外部設定を消去します。
remove-hot-spare |
• dedicated-hot-spare：ローカル ディスクを専用
unconfigured-good |
undo-prepare-for-removal}
ホット スペアとして指定します。割り当てる
ことが可能な管理仮想ドライブ ID の範囲は 0
～ 4294967295 です。

ローカル ディスク設定モードを開始します。

• prepare-for-removal：ローカル ディスクを除去
する対象として指定します。
• remove-hot-spare：ローカル ディスクがホット
スペアではなくなるように指定します。これ
は、不一致エラーを解消するためだけに使用し
てください。
• unconfigured-good：ローカル ディスクが設定
可能になるように指定します。
• undo-prepare-for-removal：ローカル ディスク
が除去する対象でなくなったことを指定しま
す。

次に、ローカル ディスクから外部設定を消去する例を示します。
UCS-A /server/raid-controller/local-disk # set admin-state clear-foreign-configuration

次に、ローカル ディスクを専用ホット スペアとして指定する例を示します。
UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # set admin-state dedicated-hot-spare 1001
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次に、ローカル ディスクを削除する対象としてマークするように指定する例を示します。
UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # set admin-state prepare-for-removal

次に、ローカルディスクをホットスペアとして削除する対象としてマークするように指定する例
を示します。
UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # set admin-state remove-hot-spare

次に、ローカル ディスクが有効であるが使用のための設定がされていない状態になるように指定
する例を示します。
UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # set admin-state unconfigured-good

次に、ローカル ディスクを削除する対象としてマークしないように指定する例を示します。
UCS-A /server/raid-controller/local-disk* # set admin-state undo-prepare-for-removal

仮想ドライブの設定操作
次の操作は、孤立した仮想ドライブに対してのみ実行できます。
• 孤立した仮想ドライブの削除
• 孤立した仮想ドライブの名前変更

ブレード サーバの孤立した仮想ドライブの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

指定したサーバのサーバ モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope
raid-controller raid-contr-id {sas | sata}

RAID コントローラ シャーシ モードを
開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/raid-controller #
delete virtual-drive id virtual-drive-id

（任意）
指定された仮想ドライブ ID を持つ孤立
仮想ドライブを削除します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server/raid-controller #
delete virtual-drive name
virtual-drive-name

（任意）
指定された仮想ドライブ名を持つ孤立
仮想ドライブを削除します。

ステップ 5

UCS-A /chassis/server/raid-controller #
scope virtual-drive virtual-drive-id

（任意）
指定された孤立仮想ドライブの仮想ド
ライブ モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6

UCS-A
孤立仮想ドライブを削除します。
/chassis/server/raid-controller/virtual-drive
# set admin-state delete

ステップ 7

UCS-A
トランザクションをシステムの設定に
/chassis/server/raid-controller/virtual-drive コミットします。
# commit-buffer

次に、仮想ドライブ ID を指定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # show virtual-drive
Virtual Drive:
ID: 1001
Name: lun111-1
Block Size: 512
Blocks: 62914560
Size (MB): 30720
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action
ID: 1002
Name: luna-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 1
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1003
Name: lunb-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 2
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1004
Name: lunb-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 3
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1005
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Name: luna-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 4
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
...
UCS-A /chassis/server/raid-controller # delete virtual-drive id 1002
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.
UCS-A /chassis/server/raid-controller # commit-buffer

次に、仮想ドライブ名を指定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # show virtual-drive
Virtual Drive:
ID: 1001
Name: lun111-1
Block Size: 512
Blocks: 62914560
Size (MB): 30720
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action
ID: 1003
Name: lunb-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 2
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1004
Name: lunb-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 3
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1005
Name: luna-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 4
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
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...
UCS-A /chassis/server/raid-controller # delete virtual-drive name lunb-1
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.
UCS-A /chassis/server/raid-controller # commit-buffer

次に、管理状態を設定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope server 1/3
UCS-A /chassis/server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /chassis/server/raid-controller # scope virtual-drive 1004
UCS-A /chassis/server/raid-controller/virtual-drive # set admin-state delete
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.
UCS-A /chassis/server/raid-controller/virtual-drive # commit-buffer

ラック サーバの孤立した仮想ドライブの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope server server-id

指定したサーバのサーバ モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /server # scope raid-controller
raid-contr-id {sas | sata}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /server/raid-controller # delete
virtual-drive id virtual-drive-id

（任意）
指定された仮想ドライブ ID を持つ孤立
仮想ドライブを削除します。

ステップ 4

UCS-A /server/raid-controller # delete
virtual-drive name virtual-drive-name

（任意）
指定された仮想ドライブ名を持つ孤立仮
想ドライブを削除します。

ステップ 5

UCS-A /server/raid-controller # scope
virtual-drive virtual-drive-id

（任意）
指定された孤立仮想ドライブの仮想ドラ
イブ モードを開始します。

ステップ 6

UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive 孤立仮想ドライブを削除します。
# set admin-state delete

ステップ 7

UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive トランザクションをシステムの設定にコ
# commit-buffer
ミットします。

次に、仮想ドライブ ID を指定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /server/raid-controller # show virtual-drive
Virtual Drive:
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ID: 1001
Name: lun111-1
Block Size: 512
Blocks: 62914560
Size (MB): 30720
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action
ID: 1002
Name: luna-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 1
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1003
Name: lunb-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 2
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1004
Name: lunb-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 3
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1005
Name: luna-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 4
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
...
UCS-A /server/raid-controller # delete virtual-drive id 1002
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.
UCS-A /server/raid-controller # commit-buffer

次に、仮想ドライブ名を指定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /server/raid-controller # show virtual-drive
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Virtual Drive:
ID: 1001
Name: lun111-1
Block Size: 512
Blocks: 62914560
Size (MB): 30720
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 0
Change Qualifier: No Change
Config State: Applied
Deploy Action: No Action
ID: 1003
Name: lunb-1
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 2
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1004
Name: lunb-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 3
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
ID: 1005
Name: luna-2
Block Size: 512
Blocks: 2097152
Size (MB): 1024
Operability: Operable
Presence: Equipped
Oper Device ID: 4
Change Qualifier: No Change
Config State: Orphaned
Deploy Action: No Action
...
UCS-A /server/raid-controller # delete virtual-drive name lunb-1
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.
UCS-A /server/raid-controller # commit-buffer

次に、管理状態を設定して孤立仮想ドライブを削除する例を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server # scope raid-controller 1 sas
UCS-A /server/raid-controller # scope virtual-drive 1004
UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive # set admin-state delete
Warning: When committed, the virtual drive will be deleted, which may result in data loss.
UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive # commit-buffer
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ブレード サーバの孤立した仮想ドライブの名前変更
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server
[chassis-num/server-num | dynamic-uuid]

指定したサーバのサーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope
raid-controller raid-contr-id {sas | sata}

RAID コントローラ シャーシ モード
を開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/raid-controller # scope 指定された仮想ドライブの仮想ドラ
virtual-drive virtual-drive-id
イブ モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A
孤立仮想ドライブの名前を指定しま
/chassis/server/raid-controller/virtual-drive # す。
set name virtual-drive-name

ステップ 5

UCS-A
トランザクションをシステムの設定
/chassis/server/raid-controller/virtual-drive # にコミットします。
commit-buffer

次に、孤立仮想ドライブの名前を指定する例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/chassis/server # scope raid-controller 1 sas
/chassis/server/raid-controller # scope virtual-drive 1060
/chassis/server/raid-controller/virtual-drive # set name vd1
/chassis/server/raid-controller/virtual-drive # commit-buffer

ラック サーバの孤立した仮想ドライブの名前変更
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A # scope server server-id

指定したサーバのサーバ モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /server # scope raid-controller
raid-contr-id {sas | sata}

RAID コントローラ モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /server/raid-controller # scope
virtual-drive virtual-drive-id

指定された仮想ドライブの仮想ドライ
ブ モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4

UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive 孤立仮想ドライブの名前を指定しま
# set name virtual-drive-name
す。

ステップ 5

UCS-A /server/raid-controller/virtual-drive トランザクションをシステムの設定に
# commit-buffer
コミットします。

次に、孤立仮想ドライブの名前を指定する例を示します。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/server # scope raid-controller 1 sas
/server/raid-controller # scope virtual-drive 1060
/server/raid-controller/virtual-drive # set name vd1
/server/raid-controller/virtual-drive # commit-buffer

ローカル ストレージのブート ポリシー
ストレージ コントローラのプライマリ ブート デバイスを、ローカル LUN または JBOD ディスク
として指定できます。各ストレージ コントローラには、1 つのプライマリ ブート デバイスを設定
できます。ただし、ストレージ プロファイルでは、プライマリ ブート LUN として 1 つのデバイ
スのみを設定できます。

ローカル LUN のブート ポリシーの設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope org org-name

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
ドを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope boot-policy policy-name

指定されたブート ポリシーの
組織ブート ポリシー モードを
開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/boot-policy #create storage

ブート ポリシーのストレージ
ブートを作成し、組織ブート
ポリシー ストレージ モードを
開始します。

ステッ
プ4

UCS-A /org/boot-policy/storage #create local

ローカル ストレージ場所を作
成し、ブート ポリシーのロー

Cisco UCS Manager リリース 2.2 CLI コンフィギュレーション ガイド
39

ストレージ プロファイルの設定
ローカル ストレージのブート ポリシー

コマンドまたはアクション

目的
カル ストレージ モードを開始
します。

ステッ
プ5

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # create local-lun

ローカル ハード ディスク ドラ
イブをローカル ストレージと
して指定します。

ステッ
プ6

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # create
local-lun-image-path {primary | secondary}

指定した LUN のブート順序を
指定します。
重要

Cisco UCS Managerリ
リース 2.2(4) は
secondary ブート順序
をサポートしません。

ステッ
プ7

UCS-A
ブートを開始する LUN の名前
/org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path を指定します。
# set lunname lun_name

ステッ
プ8

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-storage-device トランザクションをシステム
# commit-buffer
の設定にコミットします。

次に、lab1-boot-policy という名前のブート ポリシーを作成して、そのポリシー用のローカル ハー
ド ディスク ドライブ ブートを作成し、ブート順序とブートを開始する LUN を指定して、トラン
ザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # create local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # create local-lun
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun # create local-lun-image-path primary
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # set lunname luna
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-lun/local-lun-image-path #

次の作業
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。

ローカル JBOD ディスクのブート ポリシーの設定
手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

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
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コマンドまたはアクション

目的
ドを開始するには、org-name
に / を入力します。

ステッ
プ2

UCS-A /org # scope boot-policy policy-name

指定されたブート ポリシーの
組織ブート ポリシー モードを
開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/boot-policy #create storage

ブート ポリシーのストレージ
ブートを作成し、組織ブート
ポリシー ストレージ モードを
開始します。

ステッ
プ4

UCS-A /org/boot-policy/storage #create local

ローカル ストレージ場所を作
成し、ブート ポリシーのロー
カル ストレージ モードを開始
します。

ステッ
プ5

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # create local-jbod

JBOD ディスクをローカル ス
トレージとして指定します。
JBOD は次のサーバでのみサ
ポートされます。
• Cisco UCS B200 M3 ブ
レード サーバ
• Cisco UCS B260 M4 ブ
レード サーバ
• Cisco UCS B460 M4 ブ
レード サーバ
• Cisco UCS B200 M4 ブ
レード サーバ
• Cisco UCS C220 M4 ラッ
クマウント サーバ
• Cisco UCS C240 M4 ラッ
クマウント サーバ
• Cisco UCS C460 M4 ラッ
クマウント サーバ

ステッ
プ6

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-jbod # create
local-disk-image-path {primary | secondary}

ローカル JBOD ディスクの
ブート順序を指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
重要

Cisco UCS Managerリ
リース 2.2(4) は
secondary ブート順序
をサポートしません。

ステッ
プ7

UCS-A
ブートを開始する JBOD ディ
/org/boot-policy/storage/local/local-jbod/local-disk-image-path スクのスロット番号を指定し
# set slotnumber slot_number
ます。

ステッ
プ8

UCS-A
トランザクションをシステム
/org/boot-policy/storage/local/local-jbod/local-disk-image-path の設定にコミットします。
# commit-buffer

次に、lab1-boot-policy という名前のブート ポリシーを作成して、そのポリシー用のローカル ハー
ド ディスク ドライブ ブートを作成し、ブート順序とブートを開始する JBOD ディスクを指定し
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 org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # create local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # create local-jbod
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-jbod # create local-disk-image-path primary
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-jbod/local-disk-image-path* # set slotnumber 5
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-jbod/local-disk-image-path # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/local-jbod/local-disk-image-path #

次の作業
ブート ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートに含めます。

サービス プロファイル内のローカル LUN 操作
サービス プロファイルはサービス プロファイル テンプレートから作成されますが、次の操作は
個別のサービス プロファイル レベルでローカル LUN ごとに実行できます。
• LUN 名の事前プロビジョニングまたは孤立 LUN の要求, （43 ページ）
• LUN の展開と展開解除, （43 ページ）
• サービス プロファイルで参照されている LUN の名前変更, （44 ページ）

（注）

LUN 名の事前プロビジョニング、孤立 LUN の要求、および LUN の展開または展開解除後は、
サーバがリブートされます。
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LUN 名の事前プロビジョニングまたは孤立 LUN の要求
set ref-name コマンドを使用して、LUN 名を事前プロビジョニングしたり、孤立 LUN を要求した
りできます。LUN 名の事前プロビジョニングや孤立 LUN の要求は、LUN の管理状態が Undeployed
の場合にだけ実行できます。また、LUN の管理状態を手動で Undeployed に変更し、孤立 LUN を
要求することもできます。
LUN 名が空の場合は、要求する前に LUN 名を設定します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート
組織モードを開始するには、/ を org-name とし
て入力します。

ステップ 2

UCS-A /org# scope service-profile 指定されたサービス プロファイル モードを開始
service-profile-name
します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile# enter 指定された LUN を入力します。
local-lun-ref lun-name

ステップ 4

UCS-A
/org/service-profile/local-lun-ref#
set ref-name ref-lun-name

参照 LUN 名を設定します。
この LUN 名がすでに存在し、その LUN が孤立
している場合、その LUN はサービス プロファ
イルによって要求されます。この LUN が存在し
ない場合は、新しい LUN が指定された名前で作
成されます。

• LUN が存在していて、孤立していない場合は、設定エラーが発生します。
• LUN がすでに参照されている場合に、参照名を変更すると、古い LUN が解放され、その参
照名で LUN が要求または作成されます。古い LUN は、サーバから LUN 参照が削除された
段階で孤立としてマークされます。
次に、LUN 名を事前プロビジョニングする例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set ref-name lun2

LUN の展開と展開解除
admin-state コマンドを使用して、LUN を展開または展開解除することができます。ローカル LUN
の管理状態が Undeployed になっている場合は、その LUN の参照が削除されており、その LUN
は展開されていません。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。ルート
組織モードを開始するには、/ を org-name とし
て入力します。

ステップ 2

UCS-A /org# scope service-profile 指定されたサービス プロファイル モードを開始
service-profile-name
します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile# enter 指定された LUN を入力します。
local-lun-ref lun-name

ステップ 4

UCS-A
/org/service-profile/local-lun-ref#
set admin-state {online |
undeployed}

指定された LUN の管理状態を online または
undeployed に設定します。
LUN がすでに参照済みで、その管理状態が
undeployed に設定されている場合は、古い LUN
が解放されます。古い LUN は、LUN 参照がサー
バから削除された後に孤立としてマークされま
す。

次に、LUN を展開する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set admin-state online

次に、LUN を展開解除する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set admin-state undeployed

サービス プロファイルで参照されている LUN の名前変更
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の設定モードに入ります。
ルート組織モードを開始するには、/ を
org-name として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /org# scope service-profile
service-profile-name

指定されたサービス プロファイル モード
を開始します。

ステップ 3

UCS-A /org/service-profile# enter
local-lun-ref lun-name

指定された LUN を入力します。

ステップ 4

UCS-A
/org/service-profile/local-lun-ref# set
name

参照 LUN の名前を変更します。

次に、サービス プロファイルから参照される LUN の名前を変更する例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope service-profile sp1
UCS-A /org/service-profile* # enter local-lun-ref lun1
UCS-A /org/service-profile/local-lun-ref* # set name lun11

ローカル ディスク ロケータ LED の状態の表示
手順
ステップ 1

UCS-A# scope server id
指定したサーバのサーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A/server #scope local-disk id
指定されたローカル ディスクの RAID コントローラを入力します。

ステップ 3

UCS-A/server/local-disk # show locator-led
ディスク ロケータ LED の状態を表示します。

次の例は、ローカル ディスク ロケータ LED の状態がオンになっていることを示しています。
USA-A# scope server 1
USA-A /server # scope local-disk 2
USA-A /serverlocal-disk # show locator-led
Locator LED:
Equipment
Operational State
---------------- ----------------1/SAS-1/2
On

ローカル ディスク ロケータ LED のオン
手順
ステップ 1

UCS-A# scope server id
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指定したサーバのサーバ モードを開始します。
ステップ 2

UCS-A/server # scope local-disk id
指定されたローカル ディスクの RAID コントローラを入力します。

ステップ 3

UCS-A /server/local-disk # enable locator-led
ディスク ロケータ LED をオンにします。

ステップ 4

UCS-A/server/local-disk* # commit-buffer
コマンドをシステムの設定にコミットします。

次に、ローカル ディスク ロケータ LED をオンにする例を示します。
UCS-A# scope server 1
UCS-A /server/raid-controller # scope local-disk 2
USA-A /server/raid-controller/local-disk # enable locator-led
USA-A /server/raid-controller/local-disk* # commit-buffer

ローカル ディスク ロケータ LED のオフ
手順
ステップ 1

UCS-A# scope server id
指定したサーバのサーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A/server # scope local-disk id
指定されたローカル ディスクの RAID コントローラを入力します。

ステップ 3

UCS-A/server/local-disk # disable locator-led
ディスク ロケータ LED をオフにします。

ステップ 4

UCS-A/server/raid-controller/local-disk* # commit-buffer
コマンドをシステムの設定にコミットします。

次に、ローカル ディスク ロケータ LED を無効化する例を示します。
UCS-A# server 1
UCS-A /server # scope local-disk 2
USA-A /server/local-disk # disable locator-led
USA-A /server/local-disk* # commit-buffer
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