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HPE Smart アレイ SR Gen10
HPE Smart アレイ SR Gen10 は、以下に接続される信頼性の高い RAID コントローラーのファミリを提
供します。
•
•
•

内蔵ホットプラグ対応ドライブ
内蔵ホットプラグ非対応ドライブ
HPE Gen10 ProLiant、Synergy、および Apollo サーバーへの外部 JBOD

HPE Smart アレイ SR Gen10 ファミリには、Smart アレイ SR 管理ツールの共通セット内に統合された
S クラス、E クラス、および P クラスが含まれます。各クラスは、ハードウェア RAID サポート、ソフト
ウェア RAID サポート、RAID レベル、機能、およびパフォーマンスによって分類されます。クラスごと
に、HPE は SAS/SATA レーンの数、ポートの種類、および形状を含むさまざまな梱包オプションを提供
しています。

S クラス
S クラスは、Microsoft Windows オペレーティングシステムで使用するためのソフトウェア RAID 機能を
提供します。HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 SW RAID は、基本的な RAID 構成で SATA ドライブを
使用する、理想的なエントリーレベルのソリューションです。
S クラスは以下を提供します。
•
•
•
•
•
•
•
•
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内蔵ドライブに接続されている最大 14 の SATA レーン
RAID レベル 0、1、5、10
ホットプラグ対応および非ホットプラグ対応の SATA ドライブサポート
6G SATA のサポート
UEFI ブートモードのみ
Windows 2012 R2 および Windows 2016 のみ
キャッシュメモリのサポートなし
Smart アレイ管理ツール

名前

サポートされる HPE Gen10 サーバー

HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 SW RAID

ProLiant、Apollo、Synergy、BladeSystem

HPE Smart アレイ SR Gen10

E クラス
E クラスの Smart アレイコントローラーは、RAID 0、1、5、および 10 用のエンタープライズレベルでコ
スト効率の高いソリューションと、ソフトウェア定義ストレージソリューションを提供します。これらの
コントローラーは、RAID と HBA の操作を同時に組み合わせた混合モードで動作します。HPE Smart ア
レイ SR Secure Encryption を使用して、任意のドライブ上の保存データに対する暗号化を提供し、エン
タープライズクラスの信頼性、セキュリティ、および効率性を提供します。
E クラス Smart アレイは以下を提供します。
•
•
•
•
•
•
•
•

内部または外部ドライブに対して最大 8 個の SAS/SATA レーン
RAID レベル 0、1、5、10
混合モードの RAID および HBA パススルー機能を同時に提供
保存データの暗号化
12G SAS サポート
UEFI およびレガシーブートモード
キャッシュメモリのサポートなし
Smart アレイ管理ツール

名前

サポートされる HPE Gen10
サーバー

HPE Smart アレイ E208i-a SR Gen10

ProLiant および Apollo

HPE Smart アレイ E208i-p SR Gen10

ProLiant および Apollo

HPE Smart アレイ E208e-p SR Gen10 ProLiant および Apollo
HPE Smart アレイ E208i-c SR Gen10

Synergy

P クラス
P クラス Smart アレイコントローラーは、高度な RAID レベルをサポートするとともに、パフォーマンス
を最大化するのに最適です。これらのコントローラーは、RAID と HBA の操作を同時に組み合わせた混合
モードで動作します。HPE Smart アレイ SR Secure Encryption を使用して、任意のドライブ上の保存デ
ータに対する暗号化を提供します。また、フラッシュバックアップ式ライトキャッシュにより、エンター
プライズクラスのストレージパフォーマンス、信頼性、セキュリティ、効率性を提供します。
P クラス Smart アレイは以下を提供します。
•
•
•
•
•
•
•
•

内部または外部ドライブに対して最大 16 個の SAS/SATA レーン
RAID レベル 0、1、5、6、10、50、60、1 ADM、および 10 ADM
混合モードの RAID および HBA パススルー機能を同時に提供
保存データの暗号化
12G SAS サポート
UEFI およびレガシーブートモード
大容量のフラッシュバックアップ式ライトキャッシュを使用した最適な RAID パフォーマンス
Smart アレイ管理ツール

名前

サポートされる HPE
Gen10 サーバー

HPE Smart アレイ P408i-a SR Gen10

ProLiant および Apollo

HPE Smart アレイ P408i-p SR Gen10

ProLiant および Apollo

表は続く

E クラス
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名前

サポートされる HPE
Gen10 サーバー

HPE Smart アレイ P408e-p SR Gen10

ProLiant および Apollo

HPE Smart アレイ P816i-a SR Gen10

ProLiant および Apollo

HPE Smart アレイ P204i-c SR Gen10

Synergy

HPE Smart アレイ P408i-c SR Gen10

Synergy

HPE Smart アレイ P416ie-m SR Gen10

Synergy

HPE Smart アレイ P408e-m SR Gen10

BladeSystem

HPE Smart アレイ P204i-b SR Gen10

BladeSystem

サポートされる機能
この項では、コントローラーのクラスごとにサポートされる機能を示します。個々のコントローラーでサ
ポートされる機能についての最新情報は、各コントローラーの Quick Specs を参照してください。各コン
トローラーの Quick Specs の Web リンクは、
「コントローラーでサポートされる機能」を参照してくださ
い。

運用環境について説明できる
オペレーティングシステム S クラス

E クラス

P クラス

Windows
Linux

--

VMware

--

レガシーブートモード

--

UEFI ブートモード

RAID テクノロジー
機能

S クラス

E クラス

P クラス

RAID レベル

0、1、5、10

0、1、5、10

0、1、5、6、10、50、
60、1 ADM、10 ADM

最大論理ドライブ数

14

64

64

最大物理ドライブ数

14

238

238

64

64

論理ドライブあたりの最大物理 14
ドライブ数
混合モード（RAID および HBA）-読み取りのロードバランシング

表は続く
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サポートされる機能

機能

S クラス

E クラス

P クラス

E クラス

P クラス

ミラー分割と再結合
パリティの迅速初期化

--

再生成書き込み
バックアウト書き込み
フルストライプ書き込み
オンライングローバルスペア
予測スペアアクティベーション
障害スペアのアクティベーショ
ン
ローミングスペア
迅速な再構築
再構築の優先順位

変換
機能

S クラス

アレイの拡張

--

アレイの移動
アレイの交換

--

アレイの縮小

--

ミラーアレイ

--

アレイの修復
論理ドライブの拡大

--

RAID レベルの移行

--

ストライプサイズの移行

--

変換の優先順位

--

変換

9

ドライブテクノロジー
機能

S クラス

E クラス

P クラス

E クラス

P クラス

E クラス

P クラス

ドライブ障害予測
オンラインでのドライブファー
ムウェアの更新
動的セクター修復
コントローラーの表面スキャン
シングル磁気記録（SMR）

--

HPE SmartDrive LED
SSD Over-Provisioning
Optimization

--

SSD Wear Gauge レポート

セキュリティ
機能

S クラス

HPE Smart アレイ SR Secure
Encryption

--

サニタイズ消去

--

署名されたファームウェア

適用外

ドライブ認証

信頼性
機能

S クラス

デュアルドメイントポロジ

--

リンクエラーの監視

--

リカバリ ROM

適用外

キャッシュのエラー検出および 適用外
訂正
温度の監視
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ドライブテクノロジー

パフォーマンス
S クラス

機能

HPE Smart アレイ SR Smart キ -ャッシュ

E クラス

P クラス

--

SSD Smart Path
デュアルドメインパスの選択

--

読み込みキャッシュ

--

フラッシュバックアップ式ライ -トキャッシュ

--

--

--

書き込みキャッシュバイパスし -きい値

--

キャッシュ比率の選択

ドライブの書き込みキャッシュ
制御
ビデオオンデマンド

--

ストライプサイズの選択
電力モード

--

コントローラーでサポートされる機能
各 Smart アレイコントローラーでサポートされる機能は、Controller Family Datasheet および各コント
ローラーの QuickSpecs に記載されています。
コントローラー

QuickSpecs リンク

E クラス
E208i-a

http://www.hpe.com/support/E208i-a-qs

E208i-p

http://www.hpe.com/support/E208i-p-qs

E208e-p

http://www.hpe.com/support/E208e-p-qs

E208i-c

http://www.hpe.com/support/E208i-c-qs

P クラス
P408i-a

http://www.hpe.com/support/P408i-a-qs

P408i-p

http://www.hpe.com/support/P408i-p-qs

P408e-p

http://www.hpe.com/support/P408e-p-qs

P816i-a

http://www.hpe.com/support/P816i-a-qs

P204i-c

http://www.hpe.com/support/P204i-c-qs

P408i-c

http://www.hpe.com/support/P408i-c-qs

表は続く

パフォーマンス

11

12

コントローラー

QuickSpecs リンク

P416ie-m

http://www.hpe.com/support/P416ie-m-qs

P408e-m

http://www.hpe.com/support/P408e-m-qs

P204i-b

http://www.hpe.com/support/P204i-b-qs

HPE Smart アレイ SR Gen10

機能
RAID テクノロジー
混合モード（RAID と HBA を同時に使用）
論理ドライブのメンバーではないドライブ、またはスペアとして割り当てられているドライブは、オペレ
ーティングシステムに示されます。これは、ユーザーの介入なしでデフォルトで行われます。論理ドライ
ブもオペレーティングシステムに示されます。
RAID と HBA の混合モードをサポートするコントローラーは、システム内のコントローラーの数を削減
し、バックプレーン内のドライブベイを効率的に使用することができます。たとえば、起動サポート用の
2 台のドライブミラーを除いて、すべてのドライブを HBA として示す必要があるソリューションは、1 つ
のバックプレーンに接続されている 1 つのコントローラーで実現できます。

ストライピング
RAID 0
RAID 0 構成には、データストライピング機能はありますが、ドライブ障害時にデータの消失を防ぐ機能
はありません。ただし、重要度の低いデータを大量に保存する高速ストレージ（たとえば、印刷、画像編
集用）で使用する場合、またはコストが最も重要な考慮事項となる場合には役立ちます。

この方法には、以下の利点があります。
•
•
•
•

パフォーマンスおよび低コストがデータ保護より重要である場合に役立つ
どの RAID 機能よりも高い書き込み性能
どの RAID 機能よりも低い、保存するデータ単位当たりのコスト
すべてのドライブ容量をデータ保存に使用（フォールトトレランス機能に容量を必要としない）

機能
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ミラーリング
RAID 1 および RAID 1+0（RAID 10）
RAID 1 および RAID 1+0（RAID 10）構成では、データが 2 台目のドライブに複製されます。使用可能な
容量は C x (n / 2)です。ここで、C はアレイ内の n ドライブのドライブ容量です。少なくとも 2 台のドラ
イブが必要です。
アレイにただ 2 台の物理ドライブが含まれる場合、このフォールトトレランス方式を RAID 1 と呼びます。

アレイに 3 台以上の物理ドライブが含まれ、ドライブが 2 台 1 組でミラー化される場合、このフォールト
トレランス方式を RAID 1+0 または RAID 10 と呼びます。物理ドライブが故障している場合、ペアでミラ
ーリングされている残りのドライブが必要なデータをすべて提供できます。2 台の故障したドライブが
同一のミラーリングペアを構成している場合以外は、アレイ内の複数のドライブが故障しても、データが
消失することはありません。ドライブの合計数は 2 ドライブずつ増やす必要があります。

この方法には、以下の利点があります。
•
•
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高パフォーマンスおよびデータ保護が使用可能容量より重要である場合に役立つ
どのフォールトトレランス構成よりも高い書き込み性能

ミラーリング

•
•

故障したドライブが別の故障したドライブとミラーリングされていない限り、データは失われない
アレイ内の物理ドライブの半分が故障してもデータが消失しない可能性がある

RAID 1（ADM）および RAID 10（ADM）
RAID 1（ADM）および RAID 10（ADM）構成では、データは 2 台の追加ドライブに複製されます。使用
可能な容量は C x (n / 3)です。ここで、C はアレイ内の n ドライブのドライブ容量です。少なくとも 3 台
のドライブが必要です。
アレイにただ 3 台の物理ドライブが含まれる場合、このフォールトトレランス方式を RAID 1（ADM）と
呼びます。

アレイに 4 台以上の物理ドライブが含まれ、ドライブが 3 台 1 組でミラー化される場合、このフォールト
トレランス方式を RAID 10（ADM）と呼びます。物理ドライブが故障している場合、トリオでミラーリン
グされている 2 台のドライブが必要なデータをすべて提供できます。3 台の故障したドライブが同一の
ミラーリングトリオを構成している場合以外は、アレイ内の複数のドライブが故障しても、データが消失
することはありません。ドライブの合計数は 3 ドライブずつ増やす必要があります。

この方法には、以下の利点があります。

RAID 1（ADM）および RAID 10（ADM）
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•
•
•
•
•

高パフォーマンスおよびデータ保護が使用可能容量より重要である場合に役立つ
ロードバランシングによる、どの構成よりも高い読み取り性能
どの構成よりも高いデータ保護
故障した 2 台のドライブが別の故障したドライブとミラーリングされていない限り、2 台のドライブが
故障しても、データは失われない
アレイ内の物理ドライブの 2/3 が故障してもデータが消失しない可能性がある

読み取りのロードバランシング
ミラー化されたペアまたはトリオごとに、Smart アレイは個々のドライブの負荷に基づいてドライブ間の
読み取り要求のバランスを取ります。
この方法には、読み取りパフォーマンスが向上し、読み取りレイテンシが短くなるという利点がありま
す。

ミラー分割と再結合
ミラー化されたアレイの分割機能では、ミラー化された任意のアレイ（RAID 1、10、1 ADM、または 10
ADM）を、同一のドライブデータを持つ複数の RAID 0 論理ドライブに分割します。
分割ミラーバックアップを作成した後は、次のオプションを使用できます。
•
•
•

アレイを再ミラー化し、既存のデータを保持する。バックアップアレイの内容を破棄する。
アレイを再ミラー化し、バックアップアレイの内容にロールバックする。既存のデータは破棄されま
す。
バックアップアレイをアクティブ化する。

再ミラー化されたアレイは、1 つまたは複数の RAID 0 論理ドライブで構成される 2 つのアレイを、RAID
1 または RAID 1+0 論理ドライブで構成される 1 つのアレイに結合します。RAID 1（ADM）と RAID 10
（ADM）をサポートするコントローラーの場合、このタスクを使用して以下を結合できます。
•

RAID 1 論理ドライブを持つ 1 つのアレイと、RAID 0 論理ドライブを持つ 1 つのアレイを、RAID 1
（ADM）論理ドライブを持つ 1 つのアレイに結合する。
• RAID 1+0 論理ドライブを持つ 1 つのアレイと、RAID 0 論理ドライブを持つ 1 つのアレイを、RAID 10
（ADM）論理ドライブを持つ 1 つのアレイに結合する。
この方法では、ドライブのクローンを作成し、一時的なバックアップを作成することができます。

パリティ
RAID 5
RAID 5 では、パリティ（図に Px, y で示されています）を使用してデータを保護します。パリティデータ
は、ストライプ内の各ドライブからのデータを合計（XOR）することにより計算されます。パリティデー
タのストリップは、論理ドライブ内のすべての物理ドライブに均等に分散されます。物理ドライブが故障
すると、故障したドライブのデータは、アレイ内の他のドライブに保存されている残りのパリティデータ
とユーザーデータから回復できます。使用可能な容量は C x (n - 1)です。ここで、C はアレイ内の n ドラ
イブのドライブ容量です。少なくとも 3 台のドライブが必要です。
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読み取りのロードバランシング

この方法には、以下の利点があります。
•
•
•

使用可能な容量、書き込み性能、およびデータ保護が同じくらい重要である場合に役立つ
どのフォールトトレランス構成よりも使用可能な容量が大きい
物理ドライブが 1 台故障してもデータは失われない

RAID 50
RAID 50 は、ハードディスクドライブを複数の同一の RAID 5 論理ドライブセット（パリティグループ）
に構成するネスト型の RAID 方式です。RAID 50 の最小構成は、6 台のドライブを 3 台のドライブからな
る 2 つのパリティグループに分割した構成です。

ドライブを可能な最大数のパリティグループに構成すると、任意数のハードディスクドライブで、データ
消失の確率が最小になります。たとえば、3 台のドライブからなる 4 つのパリティグループは、4 台のド
ライブからなる 3 つのパリティグループより安定しています。ただし、パリティグループの数が多いほ
ど、アレイに保存できるデータの量が少なくなります。
最初に障害が発生したドライブのデータが再構築される前に、同じパリティグループ内の 2 番目のドライ
ブに障害が発生すると、すべてのデータが失われる 冗長データやパリティデータを保存するために、ネス
ト型でない RAID 方式より多くのアレイ容量を使用する。

RAID 50
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この方法には、以下の利点があります。
•
•
•

RAID 5 より高性能（特に書き込み時）
RAID 0 または RAID 5 より優れたフォールトトレランス
障害が発生したドライブが異なるパリティグループに属する場合、データの消失なしに最大 n 台の物
理ドライブの故障に耐えられる（n はパリティグループの数）

RAID 6
RAID 6 では、ダブルパリティを使用してデータを保護します。RAID 6 では、異なる 2 セットのパリティ
データ（図では Px,y と Qx,y で示されている）を使用します。これにより、2 台のドライブが故障した場
合でも、データを保護できます。パリティデータの各セットは、構成ドライブ 1 台分の容量を消費しま
す。使用可能な容量は C x (n - 2)です。ここで、C はアレイ内の n ドライブのドライブ容量です。少なく
とも 4 台のドライブが必要です。

この方式は、コストを重要視するとともにデータの消失を防止したい場合に最適です。RAID 5 と比較し
て、RAID 6（ADG）を採用したアレイではデータ消失の可能性が低くなります。
この方法には、以下の利点があります。
•

データ保護および使用可能な容量が書き込みパフォーマンスより重要である場合に役立つ

•

同時に 2 台のドライブが故障してもデータが消失しない

RAID 60
RAID 60 は、ハードディスクドライブを複数の同一の RAID 6 論理ドライブセット（パリティグループ）
に構成するネスト型の RAID 方式です。RAID 60 の最小構成は、8 台のドライブを 4 台のドライブからな
る 2 つのパリティグループに分割した構成です。
ドライブを可能な最大数のパリティグループに構成すると、任意数のハードディスクドライブで、データ
消失の確率が最小になります。たとえば、4 台のドライブからなる 5 つのパリティグループは、5 台のド
ライブからなる 4 つのパリティグループより安定しています。ただし、パリティグループの数が多いほ
ど、アレイに保存できるデータの量が少なくなります。
物理ドライブの数は、パリティグループの数の整数倍になる必要があります。このため、指定できるパリ
ティグループの数は、物理ドライブの数によって制限されます。特定の台数の物理ドライブに使用できる
パリティグループの最大数は、ドライブの総数をその RAID レベルに必要な最小ドライブ数（RAID 50 で
は 3、RAID 60 では 4）で割った数です。
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RAID 6

パリティグループ内で障害が発生した 2 台のドライブのいずれかのデータが再構築される前に、そのパリ
ティグループ内の 3 番目のドライブに障害が発生すると、すべてのデータが失われる 冗長データやパリ
ティデータを保存するために、ネスト型でない RAID 方式より多くのアレイ容量を使用する。
この方法には、以下の利点があります。
•
•
•

RAID 6 より高性能（特に書き込み時）
RAID 0 または RAID 6 より優れたフォールトトレランス
障害が発生したドライブが異なるパリティグループに属する場合、データの消失なしに最大 2n 台の物
理ドライブの故障に耐えられる（n はパリティグループの数）

パリティグループ
RAID 50 または RAID 60 構成を作成するときは、パリティグループの数を設定する必要もあります。
この設定には 1 より大きい任意の整数値を使用できますが、物理ドライブの総数がパリティグループの数
の整数倍になる必要があります。
特定の台数の物理ドライブに使用できるパリティグループの最大数は、ドライブの総数をその RAID レベ
ルに必要な最小ドライブ数（RAID 50 では 3、RAID 60 では 4）で割った数です。
この機能には以下の利点があります。
•
•

RAID 50 と RAID 60 をサポートしている
パリティグループ数が多いと、フォールトトレランス機能が強化されます。

バックグラウンドパリティ初期化
パリティ（RAID 5、RAID 6、RAID 50、および RAID 60）を使用する RAID レベルでは、パリティブロッ
クを有効な値に初期化する必要があります。バックグラウンドコントローラーの表面スキャン分析とよ
り高性能な書き込み操作（バックアウト書き込み）によってデータ保護を強化するには、有効なパリティ
データが必要です。パリティ初期化が完了すると、RAID 5 または RAID 6 の論理ドライブへの書き込みは
通常速くなります。これは、コントローラーがパリティデータを更新する際にストライプ全体を読み取る
わけではない（再生成書き込み）ためです。
この機能は、論理ドライブがオペレーティングシステムからアクセス可能なときに、パリティブロックを
バックグラウンドで初期化します。パリティ初期化の完了には数時間かかります。かかる時間は、論理ド
ライブのサイズおよびコントローラーに対する負荷によって異なります。コントローラーがバックグラ
ウンドでパリティデータを初期化する一方で、論理ドライブには完全なフォールトトレランス機能があり
ます。
この機能には、論理ドライブがすぐに使用できるようになるという利点があります。

パリティの迅速初期化
パリティ（RAID 5、RAID 6、RAID 50、および RAID 60）を使用する RAID レベルでは、パリティブロッ
クを有効な値に初期化する必要があります。バックグラウンドコントローラーの表面スキャン分析とよ
り高性能な書き込み操作（バックアウト書き込み）によってデータ保護を強化するには、有効なパリティ
データが必要です。パリティ初期化が完了すると、RAID 5 または RAID 6 の論理ドライブへの書き込みは
通常速くなります。これは、コントローラーがパリティデータを更新する際にストライプ全体を読み取る
わけではない（再生成書き込み）ためです。
パリティの迅速初期化は、フォアグラウンドのデータとパリティブロックの両方を上書きすることによっ
て機能します。パリティの初期化プロセスが完了するまで、オペレーティングシステムから論理ドライブ
を認識したり使用したりすることはできません。論理ボリュームをオフラインにしたままにすると I/O
アクティビティの可能性がなくなるため、初期化プロセスが高速化し、ボリュームを I/O に利用できる場
合には不可能な他の高性能初期化技術が有効になります。パリティが完了すると、ボリュームがオンライ
ンになり、オペレーティングシステムで使用可能になります。
この方法には、以下の利点があります。

パリティグループ
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•
•

パリティ初期化プロセスが高速化する
パリティボリュームがバックアウト書き込みを使用することにより、ランダム書き込みパフォーマン
スが最適化される

再生成書き込み
論理ドライブは、ほぼ瞬時に使用できるようにバックグラウンドパリティ初期化で作成できます。この一
時的なパリティ初期化プロセス中に、再生成書き込みまたはフルストライプ書き込みを使用して論理ドラ
イブへの書き込みが実行されます。アレイ内のメンバードライブが故障するといつでも、障害が発生した
ドライブにマッピングされているすべての書き込みが再生成されます。新しいパリティデータを計算す
るためにアレイ内のほぼすべてのドライブを読み取る必要があるため、再生成書き込みは非常に時間がか
かります。再生成書き込みの書き込みペナルティは n + 1 ドライブ操作です。ここで、n はアレイ内のド
ライブの合計数です。このように、アレイが大きいほど書き込みペナルティは大きくなります（書き込み
パフォーマンスが低下します）。
この方法には、以下の利点があります。
•
•

パリティ初期化が完了する前に論理ドライブにアクセスできる
論理ドライブが劣化した場合でもアクセスできる

バックアウト書き込み
パリティ初期化が完了すると、RAID 5、50、6、または 60 へのランダム書き込みに高速なバックアウト
書き込み操作を使用できます。バックアウト書き込みでは、既存のパリティを使用して、新しいパリティ
データを計算します。その結果、RAID 5 と RAID 50 の書き込みペナルティは常に 4 ドライブ操作、RAID
6 と RAID 60 の書き込みペナルティは常に 6 ドライブ操作になります。このように、書き込みペナルティ
はアレイ内のドライブの数に左右されません。
この方法には、RAID 5 または RAID 6 のランダム書き込みが高速であるという利点があります。

フルストライプ書き込み
論理ドライブへの書き込みが連続している場合や、フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ内に累計
した複数のランダム書き込みが連続していることが検出された場合、フルストライプ書き込み操作を実行
できます。フルストライプ書き込みでは、コントローラーがドライブに書き込まれる新しいデータを使用
して、新しいパリティを計算することができます。コントローラーが新しいパリティを計算する際にドラ
イブから古いデータを読み取る必要がないため、書き込みペナルティはほとんどありません。アレイの容
量が大きくなるほど、p / n の割合で書き込みペナルティが減ります。ここで、p はパリティドライブの
数、n はアレイ内のドライブの総数です。
この方法には、RAID 5 または RAID 6 の順次書き込みが高速であるという利点があります。

スペアドライブ
オンライングローバルスペア
オンライングローバルスペアは、1 つの RAID コントローラー内で複数のアレイ間で共有されているスペ
アドライブです。

予測スペアアクティベーション
予測スペアアクティベーションモードは、アレイ内のメンバードライブが障害予測を報告するたびにスペ
アドライブをアクティブ化します。データはスペアドライブにコピーされますが、RAID ボリュームは正
常な状態のままです。
1 台または複数のオンラインスペアドライブをアレイに割り当てることにより、故障したドライブの交換
を延期できます。
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再生成書き込み

障害予測ドライブは故障としてマークされ、コピーの完了後に取り外しや交換ができるようになります。
交換用ドライブを取り付けると、コントローラーはアクティブ化されたスペアドライブから新しいドライ
ブにデータを自動的に復元します。

この方法には、以下の利点があります。
•
•
•

一般的な再構築よりも最大で 4 倍早く実行できます。
スペアアクティベーション中には不良ブロックを復元できます。
RAID 0 を含むすべての RAID レベルをサポートしています。

障害スペアのアクティベーション
障害スペアのアクティベーションモードは、アレイ内のメンバードライブが故障した場合に、フォールト
トレランス方式でデータを再生成することにより、スペアドライブをアクティブにします。
1 台または複数のオンラインスペアドライブをアレイに割り当てることにより、故障したドライブの交換
を延期できます。

ローミングスペア
ローミングスペアでは、アクティブ化されているスペアドライブがドライブアレイの恒久的なメンバーに
なることができます。元のドライブの場所がスペアドライブの場所になります。
この方法には、故障したドライブの処理後のコピーバック操作を回避できるという利点があります。

ドライブの再構築
迅速な再構築
Smart アレイコントローラーには、再構築プロセスを高速化するための迅速な再構築テクノロジーが含ま
れています。再構築時間が高速化すると、後続のドライブ障害が発生する前に論理ドライブが完全なフォ
ールトトレランスに復元されるため、データ損失のリスクが低減します。
通常、RAID 5 または RAID 6 の場合、再構築操作には、ギガバイトあたり約 15～30 秒必要です。実際の
再構築時間は、再構築動作中に発生する I/O 動作の量、論理ドライブ内のディスクドライブ数、再構築の
優先順位の設定、およびディスクドライブのパフォーマンスなど、いくつかの要因に依存します。

再構築の優先順位
再構築優先順位の設定により、コントローラーが内部コマンドを処理して、障害が発生した論理ドライブ
を再構築する優先度が決まります。
•
•
•
•

設定を低にすると、再構築よりも通常のシステム動作が優先されます。
設定を中にすると、再構築の時間は半分になり、残りの時間に通常のシステム動作が行われます。
設定を中から高にすると、通常のシステム動作よりも再構築が優先されます。
設定を高にすると、他のすべてのシステム動作よりも再構築が優先されます。

論理ドライブがオンラインスペアを持つアレイの一部である場合、ドライブに障害が発生すると、自動的
に再構築を開始します。アレイにオンラインスペアがない場合、再構築は故障した物理ドライブが交換さ
れると開始されます。

障害スペアのアクティベーション
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ドライブを交換する前に
•

•
•
•

Systems Insight Manager を開き、Error Counter ウィンドウで同じアレイ内の各物理ドライブを調べて
他のドライブにエラーがないことを確認してください。Systems Insight Manager について詳しくは、
Insight Management DVD に収録されているドキュメントか、Hewlett Packard Enterprise の Web サ
イトを参照してください。
アレイの最新の有効なバックアップが作成されていることを確認してください。
交換用ドライブが、劣化状態のドライブと同じタイプ（SAS または SATA、およびハードディスクド
ライブまたはソリッドステートドライブ）であることを確認してください。
アレイ内の最も小さいドライブの容量以上を持つ交換用ドライブを使用してください。容量が不足す
ると、コントローラーはすぐにドライブが故障状態であるとみなします。

外付データストレージを使用しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を最初に切り、電源を入れる
ときはサーバーの電源を最後に入れてください。こうすることで、サーバーが起動したときにシステムが
ドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。
次のように、データ消失なしに一度に複数のドライブを交換できる場合があります。例：
•
•
•

•
•
•

RAID 1 構成では、ドライブがペアでミラーリングされます。取り外した他のドライブや障害が発生し
たドライブにミラーリングされていない場合、同時に 2 台のドライブを交換することができます。
RAID 10 構成では、ドライブがペアでミラーリングされます。取り外した他のドライブや障害が発生
したドライブにミラーリングされていない場合、同時に複数のドライブを交換することができます。
RAID 50 構成では、ドライブがパリティグループに編成されます。ドライブが異なるパリティグルー
プに属する場合、同時に複数のドライブを交換することができます。2 台のドライブが同じパリティグ
ループに属する場合は、一度に 1 台ずつドライブを交換します。
RAID 6 構成では、同時に任意の 2 台のドライブを交換することができます。
RAID 60 構成では、ドライブがパリティグループに編成されます。交換する 2 台以下のドライブが同
じパリティグループに属していない場合、同時に複数のドライブを交換することができます。
RAID 1（ADM）および RAID 10（ADM）構成では、ドライブが 3 台 1 セットでミラーリングされま
す。1 セット当たり最大 2 台のドライブを同時に交換することができます。

フォールトトレランス機能がサポートできる以上の台数のドライブをアレイから取り外すには、追加ドラ
イブを取り外す前に同時に複数のドライブを取り外す上記のガイドラインに従い、再構築が完了する（ド
ライブ LED に表示される）まで待ちます。
ただし、フォールトトレランスが無効になっているためにフォールトトレランス機能がサポートできる以
上の台数のドライブをアレイから取り外す必要がある場合は、ドライブを交換する前にデータの復旧を試
みてください。

変換
アレイの変換
アレイの拡張
現在割り当てられていない既存のドライブを追加することにより、既存のアレイの容量を増やします。追
加するドライブは、以下の基準を満たしている必要があります。
•
•
•

割り当てられていないドライブである必要があります。
アレイに含まれる既存のドライブと同じタイプ（SATA、SAS など）である必要があります。
アレイに含まれる最小のドライブ以上の容量を持っている必要があります。

アレイの移動
アレイの移動操作では、1 つの物理ドライブセットから 2 番目の物理ドライブセットにディスクアレイの
内容を転送することができます。アレイの移動操作では、以下の条件と制限事項に注意してください。

22

変換

•
•
•

宛先物理ドライブセットには、ソース物理ドライブセットと同じ数の要素が必要です。
アレイタイプ（SAS または SATA）が同じでなければなりません。
移動先のドライブに、ソースアレイに含まれるすべての論理ドライブを収納できるだけの十分な容量
が必要です。

アレイの交換
アレイの交換操作では、既存の空のアレイまたは新しいアレイにアレイの内容を転送できます。ソースア
レイからすべての論理ドライブが転送されます。元のアレイが削除されて使用されていたデータドライ
ブが解放され、未割当ドライブとして表示されます。ソースアレイとターゲットアレイのドライブタイプ
は異なる場合があります。アレイの交換操作では、以下の条件と制限事項に注意してください。
•
•
•

ターゲットアレイに、交換元のソースアレイと同じ数の物理ドライブがある。
ソースアレイとターゲットアレイの状態がともに良好である。ソースアレイ内の既存の論理ドライブ
の状態がすべて良好である。
ターゲットアレイに、ソースアレイに含まれるすべての論理ドライブを収納できるだけの十分な容量
がある。

アレイの縮小
アレイ縮小操作では、既存のアレイからドライブを削除することができます。次の条件が適用されます。
•
•

アレイには、すべての既存の論理ドライブに対応する十分な空きスペースが必要です。
アレイからドライブを削除した結果、ドライブの数が既存の論理ドライブのフォールトトレランス
（RAID レベル）をサポートできなくなる場合、削除はできません。たとえば、4 台の物理ドライブと
RAID 5 論理ドライブを含むアレイがある場合、RAID 5 では 3 台以上の物理ドライブが必要なので、
削除できるドライブの数は 1 台だけです。
• アレイに RAID 1+0 論理ドライブが含まれる場合、削除できるドライブの数は偶数のみです。
• アレイに複合タイプの RAID（RAID 50 または RAID 60）の論理ドライブが含まれる場合、削除できる
ドライブの数はパリティグループの数の倍数のみです。たとえば、10 台の物理ドライブと RAID 50 論
理ドライブが含まれるアレイを縮小する場合、削除できるディスクの数は 2 台または 4 台だけです。

ミラーアレイ
ミラーアレイ操作では、アレイ内のデータドライブの数を 2 倍にして、アレイ内のすべての論理ドライブ
を RAID 1 または RAID 1+0 に変換することができます。
次の点に注意してください。
•
•

このオプションを使用できるのは、アレイに RAID 0 ドライブのみが含まれている場合に限ります。
アレイ内のデータドライブの合計数が 2 になった場合、結果として得られる RAID レベルは RAID 1 で
す。データドライブの合計数が 4 以上になった場合、結果として得られる RAID レベルは RAID 1+0 で
す。

アレイの修復
アレイの修復を使用すると、アレイ内の障害を起こした物理ドライブを正常な物理ドライブで交換するこ
とができます。交換した後でも、元のアレイと論理ドライブの番号は影響を受けません。アレイの修復操
作では、以下の条件と制限事項に注意してください。
•
•

交換用物理ドライブと元のドライブのインターフェイスタイプ（SAS、SATA など）が同じである。
この操作を使用できるのは、適切なサイズの十分な数の未割り当て物理ドライブが使用可能な場合の
みである。
• アレイ内に障害を起こしたドライブが 1 台以上ある。
• （スペアの再構築など）アレイの変換が行われていない。
• アレイの変換を実行できる動作中のキャッシュがある。

アレイの交換
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論理ドライブの変換
論理ドライブの拡大
既存の論理ドライブに新しいサイズを指定して容量を増やします。タスクを実行したら、オペレーティン
グシステムのパーティション管理ソフトウェアを使用して、拡大された容量を利用できるようにします。

RAID レベルの移行
RAID レベルの移行機能では、論理ドライブのフォールトトレランス（RAID タイプ）の現在のレベルを変
更することができます。フォールトトレランスを変更すると、開始したフォールトトレランスに応じて、
未使用の領域がより多くまたは少なくなります。

ストライプサイズの移行
ストライプサイズの移行機能では、論理ドライブの現在のストライプサイズを変更することができます。
ストライプサイズを変更すると、開始したストライプサイズに応じて、未使用の領域がより多くまたは少
なくなります。より大きなストライプサイズに移行する場合、アレイに未使用のドライブ容量が必要にな
る可能性があります。移行したアレイでより大きなデータストライプの一部が効率的に利用されていな
いために、この余分の容量が必要になります。

変換の優先順位
変換の優先順位が高くなるほど、オペレーティングシステムからの要求の処理速度は低下します。変換と
は、アレイの拡張、論理ドライブの拡張、論理ドライブの移行、アレイの縮小および移動操作を指しま
す。
•
•
•

高：変換は、通常の I/O を犠牲にしてできるだけ早く完了します。
中：変換は、通常の I/O に何らかの影響を及ぼして実行されます。
低：変換は、通常の I/O が発生していない場合にのみ実行されます。このレベルは、変換の完了にもっ
とも時間がかかることになります。

ドライブテクノロジー
ドライブ障害予測
HPE Smart アレイコントローラーは Self-Monitoring and Reporting Technology（S.M.A.R.T.）を使用し
て、ディスクドライブにドライブの障害が発生する可能性がある異常な動作が発生している場合にホスト
に通知します。
S.M.A.R.T.は、ディスクドライブ自体に監視機能を配置します。これらの監視ルーチンは、特定のドライ
ブタイプの内部パフォーマンス、較正、およびエラーの測定尺度に直接アクセスできます。

オンラインでのドライブファームウェアの更新
最新世代の HPE Smart アレイコントローラーはオンラインでのドライブフラッシュをサポートするた
め、ディスクドライブファームウェアの更新時間が節約されます。新しいファームウェアイメージをロー
ドする前にハードディスクドライブ（HDD）をオフラインにする代わりに、更新された HDD ファームウ
ェアイメージを HPE Smart アレイコントローラーにダウンロードして、次にサーバーを再起動するとき
にすべての HDD を更新できます。

動的セクター修復
ディスクドライブメディアでは、正常な動作状態でのドライブメカニズムの差異に起因する不良が発生す
る場合があります。メディア不良からデータを保護するため、HPE Smart アレイコントローラーには動的
セクター修復機能が組み込まれています。
HPE Smart アレイコントローラーは以下のように動作します。
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論理ドライブの変換

•

アクティブでない期間中にバックグラウンド表面分析を実行してすべてのドライブを継続的にスキャ
ンし、メディア不良を見つける
• 頻繁に使用されている期間中に不良セクターにアクセスしたときに、メディア不良を検出する
• ディスクドライブ上の予約領域に不要セクターを自動的に再マッピングする
• （フォールトトレランス構成の場合）自動的にデータを再生成し、ディスクドライブ上の再マッピング
された予約領域にそのデータを書き込む

コントローラーの表面スキャン
コントローラーの表面スキャン分析は、ドライブに障害が発生した場合にデータを回復できるようにする
自動的なバックグラウンド処理です。コントローラーのスキャン処理内容は、以下のとおりです。
•

フォールトトレランス論理ドライブ内の物理ドライブに不良セクターがないかどうかをチェックしま
す。
RAID 5 または RAID 6（ADG）の構成では、パリティデータの整合性を検証します

•

表面スキャン分析は、無効にすることも、高に設定することもできます。また、接続されている物理ドラ
イブに対して表面スキャン分析を開始するまでコントローラーを非アクティブにする時間間隔を指定す
ることもできます。
•

無効：コントローラーの表面スキャンを無効にすると、スキャン I/O の完了を待つことによる潜在的な
遅延の影響を減らすことができますが、データ損失の状況になる前に、メディア上の不良ブロックの
成長を検出することができません。
高 コントローラーの表面スキャンを高に設定すると、データ損失の状況になる前に不良ブロックを検
出する確率が増します。
待機時：コントローラーの表面スキャンをアイドル状態に設定し、 対応する表面スキャンの遅延を設
定すると、潜在的な遅延の影響を減らし、アイドル時に不良ブロックのスキャンを行うことができま
す。

•
•

パラレル表面スキャン数は、並行して動作できるコントローラーの表面スキャンの数を制御できます。コ
ントローラー上に 1 つ以上の論理ドライブがある場合に使用されます。この設定では、コントローラーは
同時に複数の論理ドライブ上の不良ブロックを検出でき、特に非常に大容量のドライブを使用する論理ド
ライブの場合、検出にかかる時間を大幅に減らすことができます。

シングル磁気記録
シングル磁気記録（SMR）は、HDD の磁気ストレージデータ記録テクノロジーであり、前のドライブト
ラックに重複させることによって容量を最大 30%大きくすることができます。したがって、トラックは部
分的に重複することになり、これが屋根板に似ています。オペレーティングシステムはゾーン全体の読み
取り、変更、書き込みを実行する必要があるため、重複するトラックによってランダム書き込みパフォー
マンスが低下します。SAS SMR ドライブは、Zoned Block Command（ZBC）セットを使用します。SATA
SMR ドライブは、Zoned ATA Command（ZAC）セットを使用します。
ドライブ

Host Managed（HM）

Host Aware（HA）

Device Managed（DM）

SAS SMR

HBA のみ（ZBC）

HBA のみ（ZBC）

サポート対象外

SATA SMR

HBA のみ（ZAC）

HBA のみ（ZAC）

SATA SMR + DM はサポー
ト対象外

この方法には、以下の利点があります。
•
•
•

高密度ストレージを持つ HDD のサポート
GB あたりのコストが低い HDD のサポート
GB あたりの能力が低い HDD のサポート

コントローラーの表面スキャン
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HPE SmartDrive LED
HPE SmartDrive は、ProLiant Gen8 サーバーおよびサーバーブレードからサポートが始まった、Hewlett
Packard Enterprise の最新ドライブテクノロジーです。SmartDrive は、以前の世代のサーバーやサーバー
ブレードではサポートされません。SmartDrive は、次の図に示すキャリアで識別します。
ドライブがアレイを構成し、電源の入っているコントローラーに接続されている場合、ドライブ LED が
ドライブの状態を示します。

番号

LED

状態

意味

1

位置確認 1

青色で点灯

ドライブは、ホストアプリケーションによっ
て識別されています。

青色で点滅

ドライブキャリアのファームウェアが更新
中かまたは更新を必要としています。

緑色で回転

ドライブが動作中です。

消灯

ドライブが動作していません。

白色で点灯

ドライブを取り外さないでください。ドラ
イブを取り外すと、1 つまたは複数の論理ド
ライブで障害が発生します。

消灯

ドライブを取り外しても、論理ドライブで障
害は発生しません。

緑色で点灯

ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブ
のメンバーです。

緑色で点滅

ドライブを再構築中か、ドライブで RAID 移
行、ストリップサイズの移行、容量拡張、ま
たは論理ドライブの拡大が進行中か、あるい
はドライブを消去しています。

オレンジ色/緑色で点滅

ドライブは 1 つまたは複数の論理ドライブ
のメンバーで、ドライブの障害が予測されて
います。

オレンジ色で点滅

ドライブが構成されておらず、ドライブの障
害が予測されています。

オレンジ色で点灯

ドライブに障害が発生しました。

消灯

ドライブでは、RAID コントローラーによる
構成は行われていません。

2

3

4

アクティビティリン
グ

取り外し禁止

ドライブステータス

1 青色の位置確認 LED はリリースレバーの後ろにあり、点灯すると見えます。
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SSD Over Provisioning Optimization
ソリッドステートドライブのメーカーは、オーバープロビジョニング用に合計ドライブ容量の追加の割合
を確保します。オーバープロビジョニングされた容量は、書き込みおよびウェアレべリングの管理に使用
されます。SSD オーバープロビジョニングでは、書き込みの合計数を分散することによって SSD の耐久
性を高め、NAND フラッシュブロックとページのより大きな集団全体で消去することができます。
オーバープロビジョニングの最適化は Smart アレイのオプション機能であり、容量全体を使用して書き込
みおよびウェアレべリングを管理するためにドライブを初期化します。論理ドライブが作成されてデー
タが書き込まれると、このオーバープロビジョニングされた容量は縮小します。最適化プロセスは、アレ
イ内に最初の論理ドライブが作成されるときや、障害が発生したドライブを置き換えるために物理ドライ
ブが使用されるときに実行されます。
この機能には以下の利点があります。
•
•

SSD の書き込みパフォーマンスの向上
SSD の耐久性の向上

SSD Wear Gauge レポート
このレポートには、システムに接続されているソリッドステートドライブの現在の使用レベルと予想寿命
に関する情報が含まれます。
SmartSSD Wear Gauge 概要では、以下についての概略が表示されます。
•
•
•
•
•
•

ソリッドステートドライブ消耗ステータス合計
Smart アレイソリッドステートドライブ総数
非 Smart アレイソリッドステートドライブ総数
ソリッドステート SAS ドライブ総数
ソリッドステート NVMe ドライブ総数
ソリッドステートドライブ総数

レポートを実行するときは、SSD の使用率および推定寿命情報のレポートをグラフ表示することも、グ
ラフ表示のないレポートを生成して、レポートを保存することもできます。

セキュリティ
重要:
HPE の特別な注意事項：このシステムで Smart アレイコントローラーモジュールの暗号化を有効に
する前に、暗号化の用途が関連する地域の法律、規定および政策に準拠することを保証し、該当す
る場合、承認または免許を取得しなければなりません。
上記の要件に違反する、Smart アレイコントローラーモジュール内の暗号化の操作や使用から発生
する準拠問題については、全面的にお客様単独の責任になります。HPE は、この問題について責任
を負いません。

HPE Smart アレイ SR Secure Encryption
HPE Smart アレイ SR Secure Encryption は、コントローラーベース、エンタープライズクラスのデータ
暗号化ソリューションで、HPE Smart アレイコントローラーに接続された SAS/SATA ドライブの保存デ
ータを保護します。このソリューションはローカルとリモートの両方の展開に使用できます。
HPE Smart アレイ SR Secure Encryption は、HPE Smart Storage Administrator（SSA）を使用して構成
します。
事前要件：
•
•

Secure Encryption と互換性のある取り付け済みの Smart アレイコントローラー
暗号化するサーバーごとに有効な Secure Encryption のライセンス

SSD Over Provisioning Optimization
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ローカルキー管理モード
ローカルキー管理モード（ローカルモード）は、小規模から中規模のデータセンターに合わせて設計され
たソリューションです。このソリューションでは、パラフレーズパスワード（マスター暗号化キー名）を
使って、コントローラーでセキュリティを設定し、暗号化を有効にします。コントローラーに交換が必要
な場合、またはパスワードが異なるコントローラー間でドライブの移行が必要な場合に備えて、コントロ
ーラーとは別に、マスター暗号化キーを見失わないようにする必要があります。詳しくは、HPE Smart ア
レイ SR Secure Encryption インストール/ユーザーガイドを参照してください。
この方法には、以下の利点があります。
•
•
•

Smart アレイコントローラーに接続されたバルクストレージおよびこのコントローラーのキャッシュ
メモリの両方にあるデータを暗号化します
HPE Server ポートフォリオの任意の HDD または SSD をサポートします
ESKM は不要です

リモートキー管理モード
リモートキー管理モードでは、キーに途切れずにアクセスできる冗長化されたセキュアなストアを備えた
Enterprise Secure Key Manager（ESKM）とコントローラーの間でキーがインポートおよびエクスポート
されます。Smart アレイコントローラーと ESKM の間でキーを交換できるようにするには、プリ OS ブー
ト時と OS 動作時の両方でネットワーク接続が必要です。コントローラーには直接ネットワークにアク
セスする機能がないため、コントローラーと ESKM の間でのキー交換を容易にするために必要なネット
ワークアクセスが iLO によって提供されます。詳しくは、HPE Smart アレイ SR Secure Encryption イン
ストール/ユーザーガイドを参照してください。
前提条件：
•
•
•

ProLiant サーバー 1 台ごとに Integrated Lights Out（iLO）Advanced または Scale Out Edition ライセ
ンス
ネットワークの可用性
リモート ESKM

この方法には、以下の利点があります。
•
•
•

Smart アレイコントローラーに接続されたバルクストレージおよびこのコントローラーのキャッシュ
メモリの両方にあるデータを暗号化します
HPE Server ポートフォリオの任意の HDD または SSD をサポートします
キーは、サーバーとは別のストレージに保管され、物理的な削除から保護されます

サニタイズ消去
ドライブをサニタイズ消去すると、物理ドライブからすべての機密情報が削除されます。これには、非揮
発性メディア、非揮発性キャッシュ、不良ブロック、オーバープロビジョニング領域が含まれます。サニ
タイズ消去操作は、いったん開始すると停止できません。ドライブのサニタイズ操作は、ホットプラグや
サーバーの再起動が行われても続行されます。サニタイズの消去操作の実行中は、プロセスが完了するま
で、ドライブを使用できません。消去が完了すると、ドライブは再有効化されるまでオフライン状態を維
持してアクセスを防止します。
サニタイズ消去の方式
•

•
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制限付き – 制限付きサニタイズ方式を使用すると、ドライブのサニタイズ操作が正常に完了するまで、
ドライブを利用できません。制限付きサニタイズ操作が失敗した場合、残される手段はサニタイズ操
作をもう一度開始することだけです。ただし、ドライブが保証対象であれば、そのドライブを HPE に
返却できます。
制限なし – 制限なしのサニタイズ方式を使用すると、ドライブのサニタイズ消去操作が失敗してもド
ライブを回復できます。ユーザーデータは、操作開始後も、ドライブ上に残ることがあります。すべ
てのドライブが無制限にサポートされるわけではありません。

ローカルキー管理モード

サニタイズ上書き（HDD）
サニタイズ上書きは、一定のパターンでドライブのすべての物理セクターを埋めます。
この方法には、以下の利点があります。
•
•

ドライブからすべての機密情報を削除する
起動すると、リセットや電源再投入に関係なく、ドライブがサニタイズを継続する

サニタイズブロック消去（SSD）
サニタイズブロック消去は、ドライブ上のブロックをベンダー固有の値にセットすることで、すべてのユ
ーザーデータを削除します。
この方法には、以下の利点があります。
•
•

ドライブからすべての機密情報を削除する
起動すると、リセットや電源再投入に関係なく、ドライブがサニタイズを継続する

信頼性
デュアルドメイントポロジ
SAS のデュアルドメインサポートは、サーバーからストレージデバイスへの冗長パスを作成します。この
冗長パスにより、ストレージネットワーク内の単一障害点が減少または除去され、データ可用性が向上し
ます。デュアルドメイン SAS の実装は、HBA 障害、外部ケーブル障害、エキスパンダー障害、またはス
パンディスク（JBOD）内の障害に耐えることができます。

リンクエラーの監視
Smart アレイは、SAS トポロジ内のリンクエラーを監視し、報告します。SAS リンクは、コントローラ
ー、エキスパンダー、ドライブなどのデバイス間でのシリアル接続です。これらの各デバイスは、1 つま
たは複数のトランスミッターとレシーバーのペアを使用して通信します。各レシーバーは、電源投入以降
に受信したリンクエラーの数をカウントします。通常、リンクエラーは、SCSI または ATA プロトコルで
回復可能です。Smart アレイはバックグラウンドでこれらのカウンターを収集し、1 時間間隔で蓄積され
たリンクエラーの数を評価します。リンクエラーの数がしきい値を超えると、Smart アレイはシステムイ
ベントログにエラーを報告します。
この方法には、コントローラー、SAS ケーブル、I/O モジュールなどの障害のあるハードウェアを識別で
きるという利点があります。

リカバリ ROM
HPE Smart アレイコントローラーは、データの破損から保護するために、コントローラーファームウェア
イメージの冗長コピーを保存します。アクティブなファームウェアイメージが破損した場合、HPE Smart
アレイコントローラーは冗長ファームウェアイメージを使用して動作を続けます。リカバリ ROM は、フ
ァームウェアのフラッシュ時に電源障害に対する保護を提供します。

キャッシュのエラー検出および訂正（ECC）
エラー検出および訂正（ECC）DRAM 技術は、キャッシュ内にあるデータを保護します。ECC 方式では、
転送された通常の 32 または 64 ビットのデータごとに 8 ビットのチェックデータを生成します。Smart
アレイメモリコントローラーは、この情報を使用して、DRAM 内またはメモリバス全体で発生したデータ
エラーを検出し、訂正します。

サニタイズ上書き（HDD）
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温度の監視
Smart アレイは、サーバー内の各ドライブの温度を監視します。iLO は、これらのドライブの温度と Smart
アレイからの位置を定期的に収集して、ファンの回転速度を制御します。ファンの回転速度を最適化し
て、各ドライブがワークロードとは関係なく継続的動作の最高温度を下回るようにします。
この方法には、ドライブの過熱を抑えつつ、ファンが最適な設定で動作するように制御することでコスト
が節約されるという利点があります。

Performance
HPE Smart キャッシュ
Smart キャッシュでは、ソリッドステートドライブをハードディスクドライブメディアのキャッシュデバ
イスとして使用できます。Smart キャッシュには、次の機能が含まれています。
•
•
•

アプリケーションの性能を向上させる
アプリケーション内のトランザクションのレイテンシを短くする
オペレーティングシステム、ドライバー、またはアプリケーションを変更する必要なく、すべての OS
をサポートする

Smart キャッシュは、コントローラー上に最初の Smart キャッシュが作成された後に完全に有効になりま
す。
Smart キャッシュを無効にしない限り、次の機能は利用できません。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

アレイの拡張
アドバンスト容量拡張
論理ドライブの移動
アレイのドライブタイプの変更
分割ミラーリングと再結合（オフラインのみ）
分割ミラーリングのバックアップおよびロールバック（オンラインおよびオフライン）
アレイの修復
論理ドライブの拡大
RAID/ストライプサイズの移行
キャッシュ比率の変更
論理ドライブの調整

Smart キャッシュを使用するには、Smart キャッシュのライセンスが必要です。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

SSD Smart Path
SSD では、低遅延機能を最大限に利用するために特別な方策が必要です。HPE SSD Smart Path は、特定
のタイプの I/O 要求が物理ディスクへのより直接的なパスを使用できるようにして、RAID コントローラ
ーのファームウェア層の大半を回避することで、SSD ベースの論理ボリュームに高いパフォーマンスを
もたらします。アレイを作成するときに、SSD Smart Path はデフォルトで有効になります。
HPE Smart アレイデバイスドライバーソフトウェアは、HPE Smart アレイコントローラーファームウェ
アと連携して以下を行います。
•
•

必要なディスクマッピング情報を維持する
HPE SSD Smart Path の対象になる IO 要求を決定する

他のすべての要求は、エラー処理と同様に HPE Smart アレイコントローラーの通常の IO パスを介してル
ーティングされます。この方法には、以下の利点があります。
•
•
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高速パスを使用することで、繰り返しの読み取り負荷が重い I/O ワークロードに役立つ
通常の I/O パスに対してより多くの IO 処理容量が解放される

温度の監視

デュアルドメインパスの選択
デュアルドメイン SAS トポロジを使用する場合、Smart アレイが各 SAS ドライブにアクセスするために
使用できるパスは 2 つあります。電源投入時に、Smart アレイは、ローラーとドライブの間にある SAS
エキスパンダー数が少ないパスに基づき、最適なパスを選択します。両方のパスに同じ数のエキスパンダ
ーホップが含まれる場合、Smart アレイは各パスにドライブの半数ずつを割り当てます。たとえば、奇数
のベイはパス 1 を使用し、偶数のベイはパス 2 を使用します。
この方法には、セカンダリドライブパスで使用可能な追加の帯域幅をコントローラーが使用できるように
することにより、パフォーマンスが最適化されるという利点があります。

キャッシュ
読み込みキャッシュ
HPE Smart アレイコントローラーは、以下のように動作する適応先読みアルゴリズムを使用しています。
•
•
•

1 つまたは複数の I/O スレッドでシーケンシャル読み取りアクティビティを検出する
シーケンシャル読み取り要求が続く場合に予測する
ディスクドライブから先読みする

読み取り要求を受信すると、コントローラーは高速キャッシュメモリからマイクロ秒単位でデータを取得
します（ディスクドライブからではミリ秒単位の時間がかかります）。この適応先読み方式では、小さな
ブロックの順次読み取り要求に対して優れたパフォーマンスを提供します。
このアルゴリズムは、データニーズを予測して待機時間を短縮します。
コントローラーは、非順次読み取りアクティビティを検出した場合に先読みを無効にします。HPE Smart
アレイコントローラーの適応先読みキャッシュにより固定先読み方式の問題が解消するため、順次読み取
りパフォーマンスが向上しますが、ランダム読み取りパフォーマンスは低下します。
読み取りキャッシュでパフォーマンスが向上するのは、読み取りデータがキャッシュ内に保存された場合
のみです。ディスクアレイの容量はキャッシュサイズよりも桁違いに大きいため、ランダム読み取りがす
でにキャッシュ内に存在する確率は小さいです。このため、HPE Smart アレイコントローラーはキャッシ
ュ内にランダム読み取りデータを保存しません。
読み取りキャッシュが最も効果的なのは、連続した小さなブロックの読み取りワークロードのパフォーマ
ンスを向上させる場合であり、特に、キュー深度が低い読み取りワークロードに対して効果を発揮しま
す。HPE Smart アレイコントローラーは、シーケンシャルワークロードとランダムワークロードを区別し
ます。シーケンシャルワークロードを検出すると、予測容量内の読み取りキャッシュを使用してデータを
プリフェッチします。読み取りコマンドのパターンを識別し、ドライブ上で先読みします。データの読み
取り後、HPE Smart アレイコントローラーはそのデータをキャッシュに入れて、以後、読み取りコマンド
から呼び出された場合に使用できるようにします。
HPE Smart Storage Administrator ユーティリティを使用すると、読み取りキャッシュに使用するキャッシ
ュのパーセンテージを構成できます。Smart アレイコントローラーのデフォルト構成では、使用可能なキ
ャッシュ容量の 10%が読み取りキャッシュに割り当てられます。

フラッシュバック付き書き込みキャッシュ
HPE Smart アレイコントローラーは、ディスクへの書き込み操作の完了を待つことなく、ホストアプリケ
ーションを続行できるライトバックキャッシュ方式を使用しています。ライトバックキャッシュを使用
しないコントローラーは、データをドライブに書き込んだ後に完了ステータスを OS に返します。ライト
バックキャッシュを使用するコントローラーは、書き込みデータを高速キャッシュメモリに「ポスト」し
て、OS に完了ステータスをすぐに返すことができます。書き込み操作は、ミリ秒単位ではなくマイクロ
秒単位で完了します。コントローラーは、コントローラーの書き込みキャッシュ内のデータをコントロー
ラーに都合がよいタイミングで、後でディスクに書き込みます。
書き込みデータがキャッシュに書き込まれると、それ以降、同じディスクの位置はキャッシュから読み取
られるようになります。同じディスク位置への書き込みでは、それ以降はキャッシュに保持されたデータ

デュアルドメインパスの選択
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が書き換えられます。これは「リードキャッシュヒット」といいます。これにより、帯域幅の利用が削減
され、ディスクの同じ領域を頻繁に読み書きするアプリケーションの待ち時間が短縮されます。
通常の高負荷環境では、書き込みキャッシュがいっぱいになるとその状態のままになります。コントロー
ラーは、この機会を使って保留中の書き込みコマンドを分析し、効率を改善します。コントローラーは以
下のことが可能です。
•
•
•

実行を高速化するために、隣接する論理ブロックへの小規模な書き込みを単一の大きな書き込みに結
合する、ライトコアレッシングを使用する
コマンドの再順序付けを実行して、キャッシュ内の書き込みの実行順序を並べ直し、全体的なディス
クの待機時間を減らす
保留中の多数の書き込みコマンドを保存および分析して、ライトコアレッシングとコマンドの再順序
付けを行う機会を増やすとともに、全体的なパフォーマンスをよりよくする

HPE Smart アレイコントローラーのキャッシュメモリサイズが大きい場合、コアレッシングとコマンドの
再順序付けを効率的に行えるため、アレイの全体的なパフォーマンスが向上します。
HPE Smart Storage Administrator を使用すると、書き込みキャッシュに使用するキャッシュのパーセンテ
ージを構成できます。Smart アレイコントローラーのデフォルト構成では、使用可能なキャッシュ容量の
90%が書き込みキャッシュに割り当てられます。
フラッシュバック付き書き込みキャッシュ（FBWC）では、キャッシュデータの維持にフラッシュデバイ
スを使用し、電源喪失時の給電に HPE Smart ストレージバッテリを使用します。FBWC には、以前の
BBWC システムに比べて重要な利点があります。バッテリバックアップ式ライトキャッシュ（BBWC）で
は、全体の電源の消失時にバックアップ電源が必要ですが、FBWC に電源が必要なのは、DRAM からフ
ラッシュへのバックアップにかかる時間の間のみです。FBWC はメモリの内容をフラッシュデバイスに
書き出すため、バッテリ期限（48 時間）はなくなり、データは次回の電源投入時にディスクドライブに
ポストされます。

キャッシュ比率の選択
コントローラーキャッシュ比率の設定により、読み出しおよび書き込み操作に割り当てられるメモリの量
が決まります。アプリケーションの種類によって、最適の設定も異なります。コントローラーにバッテリ
バックアップ式キャッシュがある場合（書き込みキャッシュに使用できるのはバッテリバックアップ式キ
ャッシュだけであるため）、およびコントローラーに論理ドライブが構成されている場合にのみ、この比
率を変更できます。
デフォルトの書き込み 90%、読み取り 10%は、ほとんどのワークロードの最適な比率です。ワークロー
ドが、高い順次読み取りまたは最新の書き込みからの読み取りである場合、読み取りパーセンテージが高
い方がメリットがあります。

書き込みキャッシュバイパスしきい値
指定値よりも大きいすべての書き込みは、書き込みキャッシュをバイパスし、非パリティ RAID ボリュー
ムのディスクに直接書き込まれます。
小さい値では、コントローラーがしきい値より小さい I/O に書き込みキャッシュを確保することができま
す。

ドライブの書き込みキャッシュ制御
物理ドライブの書き込みキャッシュをサポートしているコントローラーおよびドライブでは、コントロー
ラー上にある構成済みの論理ドライブの一部であるすべてのドライブの書き込みキャッシュを有効また
は無効にすることができます。

ビデオオンデマンド
ビデオオンデマンド（VOD）やビデオ監視システムなどのビデオストリーミングサービスには、通常、予
測可能な遅延、高帯域幅、一般に大きいサイズの I/O を使用する大容量のディスクストレージが必要で
す。これは、変動性と帯域幅を犠牲にして絶対的に少ない遅延を優先する、低遅延最適化とは異なりま
す。HPE Smart アレイでは、ビデオストリーミングに使用できる最適化をいくつか提供しています。ま
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た、システムレベルの最適化を評価する必要があります。BIOS での I/O の優先順位付け、ブロックレイ
ヤー、RAID ストライプへのファイルシステム割り当ての配置などです。
この方法には、以下の利点があります。
•
•
•
•
•
•
•

エレベーターソーティングの無効化 - I/O を順に処理することで最大遅延時間を低減します。
劣化パフォーマンス最適化の有効化 - RAID 5/50/6/60 などのパリティが保護される RAID レベルを使
用することで、劣化モードでの大きなブロック書き込みが最適化される場合。
コントローラーのキャッシュ比率を 100%書き込みに設定 - ストリーム数が多いと、非常にランダム
な読み取り I/O プロファイルが作成されるため、先読みキャッシュの利点はほとんどありません。
コントローラーモニターおよびパフォーマンス収集の無効化 - 管理データの収集により重い I/O 負荷
が続く状況で、待機時間の急増を抑えます。
表面スキャン遅延を 30 に増加 - コントローラーメディア表面スキャンによる遅延への影響を最小限
に抑えます。
再構築の優先順位 Medium または MediumHigh を使用 - インターリーブは、RAID の再構築時の遅延
がより予測可能になるように I/O を再構築します。
Flexible Latency Scheduler の有効化 - 時間がかかる I/O を優先することで、個々の I/O の最大遅延時
間を低減します。

ストライプサイズの選択
HPE Smart アレイコントローラーがアレイを作成する場合、操作するデータの単位は「ストリップ」とし
て定義されます（サイズ範囲は 64 KiB～1 MiB）。このストリップは、アレイ内の物理ドライブに分散され
ます。
「ストライプ」は 1 セットのストリップです。HPE Smart アレイコントローラーはストリップを構
成しますが、ストライプは構成しません。ストライプサイズは以下から計算することができます。
•
•
•

ストリップサイズ
論理ドライブ内の物理ドライブの数
RAID レベル

電力モード
次の 3 つの利用可能な電力モードがあります。
•
•
•

最大パフォーマンス
省電力
バランス

最大パフォーマンス（デフォルト）
これはデフォルト設定です。すべての設定は、最大のパフォーマンスに基づいて選択されます。パフォー
マンスに影響する電力節約オプションは無効です。
バランス
パフォーマンスへの影響を最小限に抑えて電力を節約するにはこの設定を使用します。キューの項目数
が多い場合に、この設定がスループットに与える影響は 10%以下です。
キューの項目数が少ない、または I/O が頻繁ではない場合、パフォーマンスへの影響は大きくなる場合が
あります。このコマンドは、通常、ハードディスクドライブのみを使用する環境で役立ち、SSD 使用時
にはお勧めしません。
設定は、ドライブの数やタイプ、RAID レベル、ストレージのトポロジなど、ユーザーの構成に基づきま
す。構成を大幅に変更すると、最適な設定を選択するために再起動が必要となる場合があります。設定を
変更するために再起動が必要な場合、HPE SSA は警告を生成します。
省電力
システムパフォーマンスにこだわらずにこの設定を選択すれば、最大の電力の節約が実現されます。
Hewlett Packard Enterprise は一部のアプリケーションにはこの設定をおすすめしていますが、ほとんど

ストライプサイズの選択
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のお客様に適切な設定ではありません。ほとんどのアプリケーションにおいて大幅なパフォーマンスの
低下が生じます。
重要:
節約とパフォーマンスを最適化するために、電力モードを切り替えた後は再起動が必要となる場合
があります。
重要:
電力モードがバランスに設定されている場合、その後のコントローラーの構成変更では、パフォー
マンスを最適化するために再起動が必要となる場合があります。
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機能

取り付けと構成
インストール
サポートされているサーバー
サポートされているサーバーでの Smart アレイの取り付けについて詳しくは、サーバーのユーザーガイド
を参照してください。
最新のサポート情報は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/info/qs にある
Smart アレイの QuickSpecs を参照してください。
Gen10 がサポートされるサーバーのリストは、Smart Array Controller Server Matrix を参照してくださ
い。

未構成サーバーへの Smart アレイの取り付け
手順
1.
2.

Smart アレイハードウェアを取り付けます。
サーバー固有の手順については、サーバーのユーザーガイドを参照してください。
P シリーズの場合は、以下を実行します。

• ドライブケージと Smart アレイにバッテリケーブルを接続します。
• オプションの HPE Smart ストレージバッテリを取り付けます。
3. 必要に応じて、物理ドライブを取り付けます。
4. サーバーの電源を入れます。
5. サーバーのファームウェアリビジョンが最新のものでない場合は更新します。
6. Smart アレイのファームウェアリビジョンが最新のものでない場合は更新します。
7. ドライブのファームウェアリビジョンが最新のものでない場合は更新します。
8. iLO のファームウェアリビジョンが最新のものでない場合は更新します。
9. エキスパンダーがある場合は、エキスパンダーのファームウェアリビジョンが最新のものでなければ
更新します。
10. オペレーティングシステムとデバイスドライバーをインストールします。
11. （オプション）追加の論理ドライブを作成します。
これでサーバーが使用可能になります。
詳しくは
ソフトウェアおよびファームウェアの更新(47 ページ)
Smart アレイの取り付け(36 ページ)
ストレージデバイスの接続(40 ページ)
アレイおよびコントローラーの構成(42 ページ)

構成済みサーバーへの Smart アレイの取り付け
手順
1.
2.
3.
4.

システムのデータのバックアップを取ります。
すべてのアプリケーションを終了します。
サーバーのファームウェアリビジョンが最新のものでない場合は更新します。
次のいずれかを実行します。

取り付けと構成
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•

5.
6.

新しい Smart アレイが新しい起動デバイスである場合は、デバイスドライバーをインストールし
ます。
• 新しい Smart アレイが新しい起動デバイスでない場合は、次の手順に進みます。
サーバーからユーザーがログオフしていることと、すべてのタスクが完了したことを確認してくださ
い。
サーバーの電源を切ります。
注意:
外付データストレージを使用しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を最初に切り、電
源を入れるときはサーバーの電源を最後に入れてください。こうすることで、サーバーが起動
したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。

7.
8.
9.
10.
11.

サーバーに接続されているすべての周辺装置の電源を切ります。
電源コードを電源から抜き取ります。
電源コードをサーバーから抜き取ります。
周辺装置をすべて切り離します。
Smart アレイハードウェアを取り付けます。

サーバー固有の手順については、サーバーのユーザーガイドを参照してください。
12. P シリーズの場合は、以下を実行します。
• ドライブケージと Smart アレイにバッテリケーブルを接続します。
• オプションの HPE Smart ストレージバッテリを取り付けます。
13. ストレージデバイスをコントローラーに接続します。
14. 周辺装置をサーバーに接続します。
15. 電源コードをサーバーに接続します。
16. 電源コードを電源に接続します。
17. すべての周辺装置の電源を入れます。
18. サーバーの電源を入れます。
19. UEFI ブートモードでサーバーを実行している場合は、電源をオンにしてブートオプションを選択し
ます。
20. コントローラーのファームウェアリビジョンが最新のものでない場合は更新します。
21. ドライブのファームウェアリビジョンが最新のものでない場合は更新します。
22. オプションで、サーバーをレガシーブートモードで稼働している場合、コントローラーをブートコン
トローラーとして設定します。
23. オプションで、サーバーをレガシーブートモードで稼働している場合、コントローラーのブート順序
を変更します。
24. 新しいコントローラーが新しいブートデバイスである場合は、デバイスドライバーをインストールし
ます。
25. （オプション）追加の論理ドライブを作成します。
これでサーバーが使用可能になります。
詳しくは
UEFI ブートモードでの電源投入とブートオプションの選択(45 ページ)
ソフトウェアおよびファームウェアの更新(47 ページ)
アレイおよびコントローラーの構成(42 ページ)
内蔵ストレージの接続(40 ページ)

Smart アレイの取り付け
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Smart アレイの取り付け

モジュラー Smart アレイの取り付け（-a/-b）
警告:
けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属の安全上の注
意事項とユーザードキュメントを参照してください。一部のサーバーには、危険な高エネルギー回
路、高電流回路、可動部品（ファンブレードなど）、またはその任意の組み合わせが含まれ、製品が
電源に接続されているときにカバーやアクセスパネルを取り外すと危険にさらされる場合がありま
す。これらの製品を修理する場合は、危険な高電圧製品の取り扱いに関するトレーニングを受け、
保守の資格がある担当者のみが行ってください。エンクロージャーを取り外したり、このような危
険な条件から保護するためのインターロックを無効にしたりしないでください。
手順
1. すべてのサーバーデータの完全なバックアップを実行します。
2. アクセスパネルを取り外す、または開きます。
警告:
表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷
めてから手を触れてください。
3. 取り付けに必要だった Smart アレイ エアバッフルがあれば、取り外します。
4. 位置決めピンとボードの位置を合わせて下に押し込んで、Smart アレイ を取り付けます。
Smart アレイ につまみネジがある場合は、つまみネジを締めます。Smart アレイ に曲がったハンドル
がある場合は、ハンドルを持ち上げてから下に押し込みます。次にハンドルを下に戻して接続を固定
します。詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。
5. ストレージデバイスをコントローラーに接続します。
6. アクセスパネルを閉じるか、または取り付けます。
システムの電源を入れる前に、Smart ストレージバッテリが取り付けられていることを確認します。
詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

モジュラー Smart アレイの取り付け（-c）
注意:
Smart アレイ の取り付けまたは取り外しを実行する前に、すべての server or compute module の完
全なバックアップを実行することをお勧めします。
注意:
外付けデータストレージを使用するシステムでは、 server or compute module を最初に電源を切る
ユニットにし、電源を再投入するときは最後にしてください。こうすることで、 server or compute
module が起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。
特定の手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるユーザーガイドを参照してく
ださい。
手順
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

コンピュートモジュールの電源を切ります。
コンピュートモジュールを取り外します。
コンピュートモジュールを平らで水平な作業面に置きます。
アクセスパネルを取り外します。
ドライブをすべて取り外します。
ドライブブランクをすべて取り外します。
フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り外します。

モジュラー Smart アレイの取り付け（-a/-b）
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8.

Smart アレイ を取り付けます。

9.
10.
11.
12.
13.

フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り付けます。
すべてのドライブを取り付けます。
すべてのドライブブランクを取り付けます。
アクセスパネルを取り付けます。
コンピュートモジュールを取り付けます。

直立型 PCIe プラグイン Smart アレイの取り付け（-p）
警告:
けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属の安全上の注
意事項とユーザードキュメントを参照してください。一部のサーバーには、危険な高エネルギー回
路、高電流回路、可動部品（ファンブレードなど）、またはその任意の組み合わせが含まれ、製品が
電源に接続されているときにカバーやアクセスパネルを取り外すと危険にさらされる場合がありま
す。これらの製品を修理する場合は、危険な高電圧製品の取り扱いに関するトレーニングを受け、
保守の資格がある担当者のみが行ってください。エンクロージャーを取り外したり、このような危
険な条件から保護するためのインターロックを無効にしたりしないでください。
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直立型 PCIe プラグイン Smart アレイの取り付け（-p）

手順
1. すべてのサーバーデータの完全なバックアップを実行します。
2. アクセスパネルを取り外す、または開きます。
警告:
表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷
めてから手を触れてください。
3. 使用可能な x8 以上の PCIe 拡張スロットを選択します。
スロット幅が電気的に x4 または x1 である場合でも、x8 の物理サイズを持つスロットが必要です。
Hewlett Packard Enterprise では、電気的に x8 であるスロットを使用することを推奨しています。
4. スロットカバーを取り外します。
5.
6.
7.
8.
9.

固定用ネジがある場合は、それを保管しておきます。
スロットのアライメントガイドがある場合は、それに沿って Smart アレイ をスライドさせ、拡張スロ
ットにボードを強く押し込んでボードの端の接点がスロットに正しくはまるようにします。
固定用ネジで Smart アレイ を固定します。スロットのアライメントガイドのラッチが（ボードの背面
近くに）ある場合は、そのラッチを閉じます。
システムボードまたは PCI ライザーケージ上のコネクターに、Smart ストレージバッテリケーブルを
接続します。コネクターの位置を確認するには、サーバーのユーザーガイドを参照してください。
ストレージデバイスを Smart アレイ に接続します。
アクセスパネルを閉じるか、または取り付けます。
システムの電源を入れる前に、Smart ストレージバッテリが取り付けられていることを確認します。
詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

メザニン（-m）Smart アレイの取り付け
警告:
けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属の安全上の注
意事項とユーザードキュメントを参照してください。一部のサーバーには、危険な高エネルギー回
路、高電流回路、可動部品（ファンブレードなど）、またはその任意の組み合わせが含まれ、製品が
電源に接続されているときにカバーやアクセスパネルを取り外すと危険にさらされる場合がありま
す。これらの製品を修理する場合は、危険な高電圧製品の取り扱いに関するトレーニングを受け、
保守の資格がある担当者のみが行ってください。エンクロージャーを取り外したり、このような危
険な条件から保護するためのインターロックを無効にしたりしないでください。
手順
1. すべてのサーバーデータの完全なバックアップを実行します。
2. アクセスパネルを取り外す、または開きます。
警告:
表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷
めてから手を触れてください。
3. システムボード上の使用可能なメザニンコネクターを選択します。
4. コネクターカバーを取り外します。カバーは、将来使用できるように保管しておいてください。
5. 位置決めピンとボードの位置を合わせて下に押し込んで、Smart アレイ を取り付けます。
Smart アレイ につまみネジがある場合は、つまみネジを締めます。詳しくは、サーバーのユーザーガ
イドを参照してください。
6. ストレージデバイスを Smart アレイ に接続します。
7. アクセスパネルを閉じるか、または取り付けます。

メザニン（-m）Smart アレイの取り付け
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注記:
アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって稼動させない
でください。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機構が正常に動
作しなくなるため、高温によって装置が損傷する可能性があります。

ストレージデバイスの接続
Smart アレイ は、HPE Gen10 ProLiant サーバーおよび Synergy Compute Module でサポートされる、す
べての SAS または SATA ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブ（SFF/LFF/uFF）に
接続できます。
特定の Gen10 HPE サーバーでサポートされているドライブモデルについて詳しくは、その特定のサーバ
ーの QuickSpecs を参照してください。

内蔵ストレージの接続
手順
1. サーバーの電源を切ります。
2. 必要に応じて、ドライブを取り付けます。
Hewlett Packard Enterprise では、類似したタイプのドライブを推奨しています。すべてのドライブを
1 つの論理ドライブにまとめる場合は、次の条件を満たす必要があります。
•
•
•

SAS または SATA のいずれかでなければなりません。
すべてがハードディスクドライブ、またはすべてがソリッドステートドライブでなければなりませ
ん。
ドライブ容量を最も効率的に使用するために、ドライブが同じ容量を持つ必要があります。

ドライブの取り付けについて詳しくは、以下の資料を参照してください。
• サーバーのドキュメント
• ドライブのドキュメント
3. サーバーに付属の内蔵 SAS ケーブルを使用して、コントローラーをドライブに接続します。
•

ドライブがホットプラグ対応の場合は、コントローラーの内部コネクターからホットプラグ対応ド
ライブケージの SAS コネクターに接続します。
• ドライブがホットプラグ対応でない場合は、コントローラーの内部コネクターからノンホットプラ
グドライブに接続します。
4. アクセスパネルを閉じるか、または取り付け、つまみネジがあればつまみネジで固定します。
注意:
アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって稼動させない
でください。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機構が正常に動
作しなくなるため、高温によって装置が損傷する可能性があります。
5. サーバーの電源を入れます。
詳しくは
アレイおよびコントローラーの構成(42 ページ)

外付ストレージの接続
手順
1. サーバーの電源を切ります。
2. 外部 SAS ケーブルをコントローラーの外部ポートに接続します。
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ストレージデバイスの接続

a. ケーブルの Mini SAS x4 コネクターのタブを引きます。
b. ケーブルのコネクターを、コントローラーの外部ポートに挿入します。
c. タブを放します。
3. ケーブルのもう一方の端を、外付ストレージエンクロージャーの SAS 入力コネクターに接続します。
4. エンクロージャーの電源を入れます。
5. サーバーの電源を入れます。

ケーブルの部品番号
ケーブルについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/info/qs に
あるサーバーの QuickSpecs を参照してください。

ソフトウェア RAID の有効化
Smart アレイ SW RAID の有効化
内蔵 SATA ポートの構成は、AHCI モードまたはソフトウェア RAID モードで行うことができます。内蔵
SATA ポート上で Smart アレイ S100i SR Gen10 SW RAID ソリューションを使用するには、ソフトウェ
ア RAID モードで構成する必要があります。
手順
1. サーバーを再起動します。
HPE ProLiant POST 画面が表示されます。
2. ProLiant POST 画面で F9 キーを押します。
システムユーティリティ画面が表示されます。
3. システムユーティリティで、システム構成 > システムオプション > SATA コントローラーオプション
> 内蔵 SATA 構成 > Enable SW RAID を選択し、Enter キーを押します。
4. ご使用の SATA オプションに対して、正しい AHCI または RAID システムドライバーを使用しているこ
とを確認します。
5. 設定を選択して、Enter キーを押します。
•
•

SATA AHCI サポートを有効 - AHCI 用の内蔵チップセット SATA コントローラーを有効化します。
Enable SW RAID - HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 SW RAID 用の内蔵チップセット SATA コ
ントローラーを有効化します。
6. F10 キーを押して、変更を保存します。

デバイスドライバー
オペレーティングシステムがディスクドライブコントローラーと通信するには、デバイスドライバーが必
要です。デバイスドライバーは、Service Pack for ProLiant に含まれています。ドライバーのインストー
ルには、Intelligent Provisioning を使用します。サポートされているオペレーティングシステムについて詳
しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある該当するコントローラーの製品ページを参照し
てください。
ドライバーの最新バージョンは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトで提供されます。製品情報を
求められたら、適切なサーバーのモデル名またはコントローラーモデルを入力します。

Windows オペレーティングシステム
HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 SW RAID ソリューション用のデバイスドライバーは、既存の
Microsoft Windows オペレーティングシステムメディアには含まれていません。S100i SW RAID ソリュ
ーションによって管理される論理ボリュームにオペレーティングシステムをインストールする場合は、
Windows のインストールでその論理ボリュームが認識されるようにデバイスドライバーをインストール
する必要があります。

ケーブルの部品番号
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Intelligent Provisioning ソフトウェアの自動インストールオプションを使用してオペレーティングシステ
ムをインストールすると、インストール時にドライバーが自動的に追加されます。それ以上の処置は不要
です。
Intelligent Provisioning なしでオペレーティングシステムをインストールする場合は、次のいずれかを実行
する必要があります。
•

仮想インストールディスク（VID）からドライバーを選択します。
このオプションでは、システムユーティリティで VID が有効になっている必要があります。

•

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > システムオプション > USB オプション > 仮想イ
ンストールディスクを選択します。Enter キーを押します。
2. 有効を選択して、Enter キーを押します。
3. F10 キーを押して、選択内容を保存します。
OS インストール中に、USB ドライブからドライバーを手動で組み込みます。

OS のインストール中にデバイスドライバーを手動で組み込む
手順
1. ドライバーを入手し、USB ドライブにそれらを抽出します。
S100i SR SW RAID ソリューション用のドライバーは、Service Pack for ProLiant または Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトから入手できます。ドライバーインストールコンポーネントの実行
時にはファイルを抽出するオプションが表示されます。
2. ドライバーを格納した USB ドライブを挿入して、参照をクリックします。
SATA オプティカルドライブを使用して Windows インストールメディアをロードするインストールで
は、インストールを続行するために Windows にオプティカルデバイスドライバーの早期プロンプトが
表示されます。USB を挿入すると、ドライバーは、SATA オプティカルデバイス、SATA ドライブ、ま
たは S100i SR SW RAID ソリューションに接続されている SATA SSD をロードします。
SATA オプティカルドライブを使用せずに Windows インストールメディアをロードするインストール
では、Windows のインストール場所を選択してください。ウィンドウが表示されます。
3. ドライバーの読み込みをクリックして、抽出された Smart アレイ SW RAID ソリューションドライバ
ーのフォルダーをポイントします。

構成
アレイおよびコントローラーの構成
アレイおよびコントローラーの構成は、 server or compute module の初回プロビジョニング中、および
初回構成後いつでも行うことができます。構成タスクを開始するには、HPE Smart Storage Administrator
（Intelligent Provisioning からアクセス可能）、または UEFI システムユーティリティの構成メニューを使用
できます。
server or compute module の初回プロビジョニング中、アレイを構成してからでないとオペレーティング
システムをインストールできません。以下のオプションのいずれかを使用してアレイを構成できます。
•

Intelligent Provisioning を起動するときに、存在するすべてのドライブに対して HPE SSA によるポー
リングを有効にするオプションを指定し、それらのドライブに適したアレイを構築できます。たとえ
ば、2 つのドライブが Smart アレイカードに接続されている場合、セットアップはデフォルトで RAID
1 となります。最初にサーバーをプロビジョニングするときにこのオプションを選択することをおす
すめします。詳しくは、Intelligent Provisioning のドキュメントを参照してください。

•

UEFI システムユーティリティを使用して、必要なプライマリアレイを作成することができます。

server or compute module の初回プロビジョニング後、HPE SSA または UEFI システムユーティリティの
いずれかを使用して、アレイおよびコントローラーを構成することができます。
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OS のインストール中にデバイスドライバーを手動で組み込む

HPE SSA および UEFI RAID 構成ユーティリティの比較
HPE Smart アレイ SR Gen10 は、HPE SSA、または UEFI システムユーティリティ内の Smart アレイコ
ンフィギュレーションユーティリティのいずれかを使用して構成することができます。HPE SSA と
UEFI のどちらも、Smart アレイ S クラス、E クラス、および P クラスの構成に使用できます。
HPE SSA はアレイ構成機能の完全なセットを提供する一方で、UEFI は、限られた機能を提供します。た
だし、UEFI ユーティリティは server or compute module の初期構成時に HPE SSA よりも早くロードで
きるため、UEFI ユーティリティの使用を選択する方がよい場合があります。
各インターフェイス内でサポートされている標準的な構成タスクを示す以下の表を参照してください。
作業

HPE SSA

UEFI システム
ユーティリティ

アレイおよび論理ドライブの作成または削除

+

+

論理ドライブへの RAID レベルの割り当て

+

+

LED を点灯させることによるデバイスの識別

+

+

スペアドライブの割り当てまたは削除

+

+

複数のアレイ間でのスペアドライブの共有

+

+

アレイへの複数のスペアドライブの割り当て

+

+

スペアのアクティベーションモードの設定

+

論理ドライブのサイズの指定

+

+

アレイごとの複数の倫理ドライブの作成

+

+

ストライプサイズの構成

+

+

RAID レベルまたはストライプサイズの移行

+

アレイの拡張

+

拡張の優先順位および移行の優先順位の設定

+

キャッシュ割り当て量（アクセラレータ）の優先順位の設定

+

論理ドライブの拡大

+

ブートコントローラーの設定

+

HPE Smart アレイ SR Smart キャッシュの構成

+

+

HPE SSA または UEFI システムユーティリティの使用方法について詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/info/smartstorage-docs にある HPE Smart アレイ SR
Gen10 構成ガイドを参照してください。

HPE Smart Storage Administrator
HPE SSA は、Smart アレイコントローラーでアレイを構成するためのメインツールです。これには、HPE
SSA GUI、HPE SSA CLI、および HPE SSA スクリプティングの 3 つのインターフェイス形式がありま
す。どの形式も構成タスクをサポートしています。高度なタスクのいくつかは、1 つの形式だけで使用可
能です。
HPE SSA の診断機能は、スタンドアロンのソフトウェア HPE Smart Storage Administrator 診断ユーティ
リティ CLI でも使用できます。
HPE SSA はオフラインとオンラインの両方でアクセスできます。

HPE SSA および UEFI RAID 構成ユーティリティの比較
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•

•

オフライン環境での HPE SSA へのアクセス：さまざまな方法のいずれかを使用して、ホストオペレ
ーティングシステムを起動する前に HPE SSA を実行できます。オフラインモードでは、オプションの
Smart アレイコントローラーや内蔵 Smart アレイコントローラーのような検出されたサポートされる
HPE ProLiant デバイスの構成と保守を行うことができます。ブートコントローラーやブートボリュー
ムの設定のような一部の HPE SSA 機能は、オフライン環境でのみ使用できます。
オンライン環境での HPE SSA へのアクセス：この方法では、管理者が HPE SSA 実行可能ファイルを
ダウンロードしてインストールする必要があります。ホストオペレーティングシステムを起動した後
で、HPE SSA をオンラインで実行できます。

UEFI システムユーティリティ
UEFI システムユーティリティは、システム ROM に内蔵されています。UEFI システムユーティリティを
使用すると、次のような広範な構成処理が可能になります。
•
•
•
•
•
•
•

システムデバイスと取り付けられているオプションの構成
システム機能の有効化および無効化
システム情報の表示
プライマリブートコントローラーの選択
メモリオプションの構成
言語の選択
内蔵の UEFI シェルおよび HP Intelligent Provisioning などの他のプリブート環境の起動

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある
UEFI System Utilities User Guide for HPE ProLiant Gen10 Servers を参照してください。
UEFI システムユーティリティおよび UEFI シェルに関するモバイル対応オンラインヘルプにアクセスす
るには、画面の下部にある QR コードをスキャンします。画面のヘルプについては、F1 キーを押します。

UEFI システムユーティリティの使用
システムユーティリティを使用するには、次のキーを使用してください。
アクション

キー

システムユーティリティにアクセス

POST 中に F9 キ
ーを押す

メニューの移動

上下矢印キー

項目を選択

Enter キー

選択内容を保存

F10 キー

ハイライトした構成オプションのヘルプを表
示1

F1 キー

1 UEFI システムユーティリティおよび UEFI シェルのオンラインヘルプにアクセスするには、画面の QR コードをスキ

ャンします。

デフォルトの構成設定は、以下のいずれかの時点で、サーバーに適用されます。
•
•

システムへの最初の電源投入時
デフォルト設定に復元した後

一般的なサーバー操作の場合はデフォルトの構成でかまいませんが、必要に応じて構成を変更することも
できます。システムに電源を投入するたびに、UEFI システムユーティリティにアクセスするかどうかを
確認するメッセージが表示されます。
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UEFI システムユーティリティ

Intelligent Provisioning
Intelligent Provisioning は、ProLiant サーバー、Apollo システム、および HPE Synergy コンピュートモジ
ュールに組み込まれた単一サーバーの展開ツールです。Intelligent Provisioning によって、サーバーのセッ
トアップがシンプルになり、信頼性が高く一貫した方法でサーバーを展開できます。
Intelligent Provisioning は、使用許諾されたベンダーのオリジナルメディアおよび Hewlett Packard
Enterprise ブランドバージョンの OS ソフトウェアをシステムにインストールします。Intelligent
Provisioning は、Service Pack for ProLiant（SPP）に含まれている最適化されたサーバーサポートソフト
ウェアを統合するためにシステムも準備します。SPP は、ProLiant サーバーとサーバーブレードおよびそ
れらのサーバーを収納するエンクロージャー、ならびに HPE Synergy コンピュートモジュール向けの包
括的なシステムソフトウェアおよびファームウェアソリューションです。これらのコンポーネントには、
ファームウェアコンポーネントと OS コンポーネントの基本的なセットがプリロードされています。こ
れらのコンポーネントは、Intelligent Provisioning とともにインストールされます。
サーバーの実行後、ファームウェアをアップデートすると、追加コンポーネントをインストールできま
す。サーバーの製造時以降のすでに古くなったコンポーネントをアップデートすることもできます。
POST 画面から F10 キーを押して Intelligent Provisioning にアクセスできるだけでなく、常時稼働を使用
して iLO Web ブラウザーのユーザーインターフェイスから Intelligent Provisioning にアクセスすること
もできます。ご使用のサーバーを再起動しなくても常時稼働にアクセスできます。

ブートコントローラーオプションの構成
サーバーが UEFI ブートモードまたはレガシーブートモードのどちらで動作するかによって、構成手順が
異なります。

ブートモードの選択
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > ブートオプション > ブートモードを選択し、Enter
キーを押します。
2. 設定を選択し、Enter キーを押します。
•

UEFI モード（デフォルト） - UEFI 互換オペレーティングシステムを起動するようにシステムを構
成します。
注記:
UEFI モードで起動する場合には、ネイティブの UEFI グラフィックドライバーを使用するよ
うにシステムを構成します。

•

レガシー BIOS モード - レガシー BIOS 互換モードで従来のオペレーティングシステムを起動する
ようにシステムを構成します。
3. F10 キーを押して、選択内容を保存します。
4. サーバーを再起動します。

UEFI ブートモードでの電源投入とブートオプションの選択
UEFI ブートモードで稼動しているサーバーでは、ブートコントローラーおよびブート順序が自動的に設
定されます。
1. 電源ボタンを押します。
2. 最初の起動中に、次の手順を実行します。
•

•

サーバー構成 ROM のデフォルト設定を変更するには、ProLiant の POST 画面で F9 キーを押して、
UEFI システムユーティリティ画面に切り替えます。デフォルトでは、システムユーティリティの
メニューは英語で表示されます。
サーバーの構成を変更する必要がなく、システムソフトウェアをインストールする準備ができてい
る場合は、F10 キーを押して Intelligent Provisioning にアクセスします。

Intelligent Provisioning
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自動構成について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある UEFI のドキュメントを
参照してください。

レガシー BIOS ブート順序の変更
前提条件
ブートモードがレガシー BIOS モードに設定されている。
手順
1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ブートオプ
ション > レガシーブート順序を選択し、Enter キーを押します。
2. 矢印キーでブート順序リスト内を移動します。
3. ブートリスト内のエントリーを上に移動するには、+キーを押します。
4. リスト内のエントリーを下に移動するには、-キーを使用します。
5. F10 キーを押します。
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レガシー BIOS ブート順序の変更

メンテナンス
システムメンテナンスツール
ソフトウェアおよびファームウェアの更新
コントローラーを最初に使用する前に、サーバーとコントローラーファームウェアを更新しておく必要が
あります。システムソフトウェアおよびファームウェアを更新するには、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイト http://www.hpe.com/info/spp/docs から SPP をダウンロードしてください。
現在、Hewlett Packard Enterprise では、サーバーおよびサーバーブレード用のドライバーおよびその他
のサポートソフトウェアを Service Pack for ProLiant（SPP）を通じて配布しています。SPP は、http://
www.hpe.com/servers/spp/download からダウンロードできます。必ず、サーバーまたはサーバーブレ
ード用の最新の SPP バージョンを使用してください。
Intelligent Provisioning ソフトウェアを使用して OS をインストールした場合は、その構成とインストール
機能によって最新のドライバーサポートが提供されている場合があります。
特定のサーバーに対応するソフトウェアとファームウェアを直接見つけるには、ブラウザーで次の Web
アドレスを入力します。
http://www.hpe.com/support/<servername>
ここで、<servername>には以下のようにサーバーの名前を入力してください。
http://www.hpe.com/support/dl360gen10

診断ツール
アレイの問題をトラブルシューティングし、アレイに関するフィードバックを生成するには、次の診断ツ
ールを使用します。
•

HPE Smart Storage Administrator（HPE SSA）

•

HPE SSA にオフラインでアクセスするには、Intelligent Provisioning を使用するか、または SPP ISO
イメージから起動します。また、HPE SSA 実行可能ファイルをダウンロードすることにより、オンラ
インでアクセスすることも可能です。HPE SSA へのアクセスおよび使用について詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE Smart Array SR Controllers Configuration Guide を参
照してください。
システムイベントログ

•

Windows 向け HPE Smart アレイ SR イベント通知サービスは、アレイイベントを Microsoft Windows
システムのイベントログに報告し、コントローラーによって検出された最新のイベントについての詳
細な診断情報を含む Smart アレイシリアルログを記録します。HPE ProLiant Agentless Management
Service は、Linux のイベントログにイベントを報告します。このユーティリティは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトから入手できます。製品情報を求められたら、サーバーのモデル名を入力し
てください。
インテグレーテッドマネジメントログ（IML）

•

Smart アレイは、起動中に診断エラーメッセージ（POST メッセージ）を報告し、これらのメッセー
ジを UEFI Health ログおよび iLO 内のインテグレーテッドマネジメントログ（IML）に記録します。多
くの POST メッセージは、修正処置を提示します。POST メッセージについてについて詳しくは、HPE
ProLiant Gen10 および HPE Synergy 用のインテグレーテッドマネジメントログメッセージおよびト
ラブルシューティングガイドを参照してください。
HPE iLO
iLO ファームウェアは、オペレーティングシステムとは独立して Smart アレイを継続的に監視し、
IML、iLO WebGUI、iLO RESTful API、および SNMP に障害イベントを記録します。

メンテナンス
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トラブルシューティングの資料
トラブルシューティングの資料は、以下のドキュメントの HPE Gen10 サーバー製品で使用できます。
•

•
•

HPE ProLiant Gen10 サーバー用のトラブルシューティングガイドは、一般的な問題を解決するための
手順を紹介し、障害を特定し識別するための一連の包括的な対策、問題の解決方法、ソフトウェアの
メンテナンスについて説明しています。
Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy では、エラーメッセージのリ
ストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。
Integrated Management Log Messages and Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen 10 and HPE
Synergy は、クリティカルおよび警告 IML イベントを解決するための IML メッセージおよび関連する
トラブルシューティング情報を提供します。

トラブルシューティングリソースにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise Information Library
（http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting）を参照してください。
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トラブルシューティングの資料

モデル
モジュラー Smart アレイ（-a/-b/-c）
HPE Smart アレイ E208i-a SR Gen10
HPE Smart アレイ P408i-a SR Gen10
HPE Smart アレイ P816i-a SR Gen10
HPE Smart アレイ P204i-b SR Gen10
HPE Smart アレイ E208i-c SR Gen10
HPE Smart アレイ P204i-c SR Gen10
HPE Smart アレイ P408i-c SR Gen10

HPE Smart アレイ E208i-a SR Gen10
E208i-a コントローラーのポートとコネクター

番号

説明

1

内部 x4 Mini-SAS ポート 2

2

内部 x4 Mini-SAS ポート 1

E208i-a コントローラーのステータス LED
サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前
に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム LED
の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

モデル
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番号

色

名前

説明

1

オレンジ色

デバッグ

点灯 = コントローラーはリセット状態です。
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイ
ム状態です。

2

緑色

暗号化

点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されてい
ます。
消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキス
トです。
点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリ
ュームの両方が存在します。

3

オレンジ色

障害

エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入
時には、この LED は最長 2 秒間点灯します。

4

緑色

ハートビート

コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz
の速度で点滅します。電源投入時には、この LED は最長
2 秒間点灯します。

HPE Smart アレイ P408i-a SR Gen10
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HPE Smart アレイ P408i-a SR Gen10

P408i-a コントローラーのポートとコネクター

番号

説明

1

内部 x4 Mini-SAS ポート 2

2

内部 x4 Mini-SAS ポート 1

P408i-a コントローラーのステータス LED
サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前
に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム LED
の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

P408i-a コントローラーのポートとコネクター
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番号

色

名前

1

オレンジ色 デバッグ

説明
点灯 = コントローラーはリセット状態です。
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイ
ム状態です。

2

緑色

暗号化

点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されてい
ます。
消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキス
トです。
点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリ
ュームの両方が存在します。

3

オレンジ色 障害

エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時
には、この LED は最長 2 秒間点灯します。

4

緑色

コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の
速度で点滅します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒
間点灯します。

ハートビート

P408i-a コントローラー FBWC LED
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P408i-a コントローラー FBWC LED

1 - DDR LED3 緑

2 - DDR LED2 - 緑

3 - DDR LED1 - オレ 説明
ンジ色

消灯

消灯

消灯

2 秒ごとに 1 回
点滅

2 秒ごとに 1 回点滅 消灯

キャッシュマイクロコントローラーがそ
のブートローダー内から動作し、ホスト
コントローラーから新しいフラッシュコ
ードを受信しています。

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

消灯

FBWC モジュールに電源が投入されて
おり、バックアップ電源を待機中です。

1 秒ごとに点滅

消灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態であ
り、バックアップ電源を待機中です。

点灯

消灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。
バックアップ電源は使用可能です。

点灯

点灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。
バックアップ電源は使用可能です。ま
た、まだドライブに書き込まれていない
データがキャッシュに含まれています。

消灯

1 秒ごとに点滅

消灯

FBWC モジュールに DDR のコンテンツ
をバックアップしています。

消灯

点灯

消灯

今回のバックアップは、問題なく完了し
ました。

消灯

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

今回のバックアップは失敗しました。デ
ータは消失しました。

点灯

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

前回または今回の起動時に、電源エラー
が発生しました。データが壊れている可
能性があります。

消灯

点灯

1 秒ごとに点滅

温度が異常に上昇しています。

消灯

点灯

点灯

今回のバックアップは完了しましたが、
バックアップ時に電力が不安定になりま
した。

点灯

点灯

点灯

FBWC モジュールのマイクロコントロ
ーラーが故障しました。

FBWC モジュールに電力が供給されて
いません。

HPE Smart アレイ P816i-a SR Gen10

HPE Smart アレイ P816i-a SR Gen10

53

P816i-a コントローラーのポートとコネクター

番号

説明

1

内部 x4 Mini-SAS ポート 2

2

内部 x4 Mini-SAS ポート 1

3

内部 x4 Mini-SAS ポート 3

4

内部 x4 Mini-SAS ポート 4

P816i-a コントローラーのステータス LED
サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前
に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム LED
の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。
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P816i-a コントローラーのポートとコネクター

番号

色

名前

説明

1

オレンジ
色

デバッグ

点灯 = コントローラーはリセット状態です。

緑色

暗号化

2

消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態
です。
点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。
消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。
点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリューム
の両方が存在します。

3

オレンジ
色

障害

4

緑色

ハートビート コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速度で
点滅します。

エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時には、
この LED は最長 2 秒間点灯します。

電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点灯します。

P816i-a コントローラー FBWC LED

1 - DDR LED3 緑

2 - DDR LED2 - 緑

3 - DDR LED1 - オレ 説明
ンジ色

消灯

消灯

消灯

2 秒ごとに 1 回
点滅

2 秒ごとに 1 回点滅 消灯

FBWC モジュールに電力が供給されて
いません。
キャッシュマイクロコントローラーがそ
のブートローダー内から動作し、ホスト
コントローラーから新しいフラッシュコ
ードを受信しています。

表は続く

P816i-a コントローラー FBWC LED
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1 - DDR LED3 緑

2 - DDR LED2 - 緑

3 - DDR LED1 - オレ 説明
ンジ色

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

消灯

FBWC モジュールに電源が投入されて
おり、バックアップ電源を待機中です。

1 秒ごとに点滅

消灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態であ
り、バックアップ電源を待機中です。

点灯

消灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。
バックアップ電源は使用可能です。

点灯

点灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。
バックアップ電源は使用可能です。ま
た、まだドライブに書き込まれていない
データがキャッシュに含まれています。

消灯

1 秒ごとに点滅

消灯

FBWC モジュールに DDR のコンテンツ
をバックアップしています。

消灯

点灯

消灯

今回のバックアップは、問題なく完了し
ました。

消灯

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

今回のバックアップは失敗しました。デ
ータは消失しました。

点灯

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

前回または今回の起動時に、電源エラー
が発生しました。データが壊れている可
能性があります。

消灯

点灯

1 秒ごとに点滅

温度が異常に上昇しています。

消灯

点灯

点灯

今回のバックアップは完了しましたが、
バックアップ時に電力が不安定になりま
した。

点灯

点灯

点灯

FBWC モジュールのマイクロコントロ
ーラーが故障しました。

HPE Smart アレイ P204i-b SR Gen10
P204i-b コントローラーのステータス LED
サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前
に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム LED
の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。
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HPE Smart アレイ P204i-b SR Gen10

番号

色

名前

1

オレンジ色 デバッグ

説明
点灯 = コントローラーはリセット状態です。
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態
です。

2

緑色

暗号化

点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。
消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。
点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリューム
の両方が存在します。

3

緑色

ハートビー
ト

コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速度で
点滅します。
電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点灯します。

モデル
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P204i-b コントローラー FBWC LED

1 - DDR LED3 緑

2 - DDR
LED2 - 緑

3 - DDR
LED1 - 緑

説明

消灯

消灯

消灯

FBWC モジュールに電力が供給されていません。

消灯

キャッシュマイクロコントローラーがそのブートロ
ーダー内から動作し、ホストコントローラーから新し
いフラッシュコードを受信しています。

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点 消灯
滅

FBWC モジュールに電源が投入されており、バックア
ップ電源を待機中です。

1 秒ごとに点滅

消灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態であり、バックアッ
プ電源を待機中です。

点灯

消灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。バックアッ
プ電源は使用可能です。

点灯

点灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。バックアッ
プ電源は使用可能です。また、まだドライブに書き込
まれていないデータがキャッシュに含まれています。

消灯

1 秒ごとに点 消灯
滅

FBWC モジュールに DDR のコンテンツをバックアッ
プしています。

消灯

点灯

今回のバックアップは、問題なく完了しました。

消灯

1 秒ごとに点 1 秒ごとに点
滅
滅

今回のバックアップは失敗しました。データは消失
しました。

点灯

1 秒ごとに点 1 秒ごとに点
滅
滅

前回または今回の起動時に、電源エラーが発生しまし
た。データが壊れている可能性があります。

2 秒ごとに 1 回点 2 秒ごとに 1
滅
回点滅

消灯

表は続く
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P204i-b コントローラー FBWC LED

1 - DDR LED3 緑

2 - DDR
LED2 - 緑

3 - DDR
LED1 - 緑

説明

消灯

点灯

1 秒ごとに点
滅

温度が異常に上昇しています。

消灯

点灯

点灯

今回のバックアップは完了しましたが、バックアップ
時に電力が不安定になりました。

点灯

点灯

点灯

FBWC モジュールのマイクロコントローラーが故障
しました。

HPE Smart アレイ E208i-c SR Gen10

HPE Smart アレイ P204i-c SR Gen10

HPE Smart アレイ E208i-c SR Gen10
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HPE Smart アレイ P408i-c SR Gen10

直立型 PCIe プラグイン Smart アレイ（-p）
HPE Smart アレイ E208i-p SR Gen10
HPE Smart アレイ E208e-p SR Gen10
HPE Smart アレイ P408i-p SR Gen10
HPE Smart アレイ P408e-p SR Gen10

HPE Smart アレイ E208i-p SR Gen10
E208i-p コントローラーのポートとコネクター
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HPE Smart アレイ P408i-c SR Gen10

番号

説明

1

内部 x4 Mini-SAS ポート 1

2

内部 x4 Mini-SAS ポート 2

E208i-p コントローラーのステータス LED
サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前
に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム LED
の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

番号

色

名前

説明

1

緑色

暗号化

点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。
消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。
点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリューム
の両方が存在します。

2

オレンジ
色

障害

エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時には、
この LED は最長 2 秒間点灯します。

3

緑色

ハートビー
ト

コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速度で
点滅します。
電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点灯します。

4

オレンジ
色

デバッグ

点灯 = コントローラーはリセット状態です。
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態
です。

HPE Smart アレイ E208e-p SR Gen10

E208i-p コントローラーのステータス LED
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E208e-p コントローラーのポートとコネクター

番号

説明

1

外部 x4 Mini-SAS HD ポート 2

2

外部 x4 Mini-SAS HD ポート 1

E208e-p コントローラーのステータス LED
サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前
に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム LED
の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。
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E208e-p コントローラーのポートとコネクター

番号

色

名前

説明

1

緑色

暗号化

点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。
消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。
点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの
両方が存在します。

2

オレンジ 障害
色

エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時には、
この LED は最長 2 秒間点灯します。

3

緑色

コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速度で点
滅します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点灯します。

4

オレンジ デバッグ
色

ハートビー
ト

点灯 = コントローラーはリセット状態です。
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態で
す。

HPE Smart アレイ P408i-p SR Gen10
P408i-p コントローラーのポートとコネクター

番号

説明

1

内部 x4 Mini-SAS ポート 1

2

内部 x4 Mini-SAS ポート 2

3

HPE Smart ストレージバッテリコネクター

P408i-p コントローラーのステータス LED
サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前
に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム LED
の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

HPE Smart アレイ P408i-p SR Gen10
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番号

色

名前

説明

1

緑色

暗号化

点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されていま
す。
消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストで
す。
点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュー
ムの両方が存在します。

2

オレンジ色 障害

エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時に
は、この LED は最長 2 秒間点灯します。

3

緑色

コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速度
で点滅します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点灯
します。

4

オレンジ色 デバッグ

ハートビート

点灯 = コントローラーはリセット状態です。
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状
態です。
点滅（5 Hz） = コントローラーとキャッシュでバックアップ
が行われています。
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モデル

P408i-p コントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュの LED

1 - DDR LED1 オレンジ色

2 - DDR LED2 - 3 - DDR LED3 - 緑 説明
緑

消灯

消灯

消灯

FBWC モジュールに電力が供給されていませ
ん。

消灯

2 秒ごとに 1 回
点滅

2 秒ごとに 1 回点
滅

キャッシュマイクロコントローラーがそのブ
ートローダー内から動作し、ホストコントロー
ラーから新しいフラッシュコードを受信して
います。

消灯

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

FBWC モジュールに電源が投入されており、バ
ックアップ電源を待機中です。

消灯

消灯

1 秒ごとに点滅

FBWC モジュールはアイドル状態であり、バッ
クアップ電源を待機中です。

消灯

消灯

点灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。バッ
クアップ電源は使用可能です。

消灯

点灯

点灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。バッ
クアップ電源は使用可能です。また、まだドラ
イブに書き込まれていないデータがキャッシ
ュに含まれています。

消灯

1 秒ごとに点滅

消灯

FBWC モジュールに DDR のコンテンツをバ
ックアップしています。

消灯

点灯

消灯

今回のバックアップは、問題なく完了しまし
た。

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

消灯

今回のバックアップは失敗しました。データ
は消失しました。

表は続く

P408i-p コントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュの LED
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1 - DDR LED1 オレンジ色

2 - DDR LED2 - 3 - DDR LED3 - 緑 説明
緑

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

点灯

前回または今回の起動時に、電源エラーが発生
しました。データが壊れている可能性があり
ます。

1 秒ごとに点滅

点灯

消灯

温度が異常に上昇しています。

点灯

点灯

消灯

今回のバックアップは完了しましたが、バック
アップ時に電力が不安定になりました。

点灯

点灯

点灯

FBWC モジュールのマイクロコントローラー
が故障しました。

HPE Smart アレイ P408e-p SR Gen10
P408e-p コントローラーのポートとコネクター

番号

説明

1

HPE Smart ストレージバッテリコネクター

2

外部 x4 Mini-SAS HD ポート 21

3

外部 x4 Mini-SAS HD ポート 11

1 外部 SAS ポート 1E および 2E は 1 基の Mini-SAS HD ソケットコネクターを構成し、2 基の Mini-SAS HD x4 プラグ

コネクターまたは 1 基の Mini-SAS HD x8 プラグコネクターをサポートできます。

P408e-p コントローラーのステータス LED
サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前
に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム LED
の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。
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HPE Smart アレイ P408e-p SR Gen10

番号

色

名前

説明

1

緑色

暗号化

点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。
消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。
点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの両
方が存在します。

2

オレンジ 障害
色

エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時には、こ
の LED は最長 2 秒間点灯します。

3

緑色

コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速度で点滅
します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点灯します。

4

オレンジ デバッグ
色

ハートビー
ト

点灯 = コントローラーはリセット状態です。
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態です。
点滅（5 Hz） = コントローラーとキャッシュでバックアップが行わ
れています。

モデル
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P408e-p コントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュの LED

1 - DDR LED1 オレンジ色

2 - DDR LED2 - 3 - DDR LED3 - 緑 説明
緑

消灯

消灯

消灯

FBWC モジュールに電力が供給されていませ
ん。

消灯

2 秒ごとに 1 回
点滅

2 秒ごとに 1 回点
滅

キャッシュマイクロコントローラーがそのブ
ートローダー内から動作し、ホストコントロー
ラーから新しいフラッシュコードを受信して
います。

消灯

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

FBWC モジュールに電源が投入されており、バ
ックアップ電源を待機中です。

消灯

消灯

1 秒ごとに点滅

FBWC モジュールはアイドル状態であり、バッ
クアップ電源を待機中です。

消灯

消灯

点灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。バッ
クアップ電源は使用可能です。

消灯

点灯

点灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。バッ
クアップ電源は使用可能です。また、まだドラ
イブに書き込まれていないデータがキャッシ
ュに含まれています。

消灯

1 秒ごとに点滅

消灯

FBWC モジュールに DDR のコンテンツをバ
ックアップしています。

消灯

点灯

消灯

今回のバックアップは、問題なく完了しまし
た。

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

消灯

今回のバックアップは失敗しました。データ
は消失しました。

表は続く
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P408e-p コントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュの LED

1 - DDR LED1 オレンジ色

2 - DDR LED2 - 3 - DDR LED3 - 緑 説明
緑

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

点灯

前回または今回の起動時に、電源エラーが発生
しました。データが壊れている可能性があり
ます。

1 秒ごとに点滅

点灯

消灯

温度が異常に上昇しています。

点灯

点灯

消灯

今回のバックアップは完了しましたが、バック
アップ時に電力が不安定になりました。

点灯

点灯

点灯

FBWC モジュールのマイクロコントローラー
が故障しました。

メザニンコントローラー（-m）
HPE Smart アレイ P408e-m SR Gen10
HPE Smart アレイ P416ie-m SR Gen10

HPE Smart アレイ P408e-m SR Gen10
P408e-m コントローラーのステータス LED
サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前
に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム LED
の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。

メザニンコントローラー（-m）
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番号

色

名前

説明

1

緑色

暗号化

点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。
消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。
点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの
両方が存在します。

2

緑色

3

オレンジ デバッグ
色

ハートビー
ト

コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速度で点
滅します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点灯します。
点灯 = コントローラーはリセット状態です。
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態で
す。
点滅（5 Hz） = コントローラーとキャッシュでバックアップが行
われています。

P408e-m コントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュの LED

1 - DDR LED1 緑

2 - DDR LED2 - 3 - DDR LED3 - 緑 説明
緑

消灯

消灯

消灯

FBWC モジュールに電力が供給されていませ
ん。

消灯

2 秒ごとに 1 回
点滅

2 秒ごとに 1 回点
滅

キャッシュマイクロコントローラーがそのブ
ートローダー内から動作し、ホストコントロー
ラーから新しいフラッシュコードを受信して
います。

消灯

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

FBWC モジュールに電源が投入されており、バ
ックアップ電源を待機中です。

表は続く

70

P408e-m コントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュの LED

1 - DDR LED1 緑

2 - DDR LED2 - 3 - DDR LED3 - 緑 説明
緑

消灯

消灯

1 秒ごとに点滅

FBWC モジュールはアイドル状態であり、バッ
クアップ電源を待機中です。

消灯

消灯

点灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。バッ
クアップ電源は使用可能です。

消灯

点灯

点灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。バッ
クアップ電源は使用可能です。また、まだドラ
イブに書き込まれていないデータがキャッシ
ュに含まれています。

消灯

1 秒ごとに点滅

消灯

FBWC モジュールに DDR のコンテンツをバ
ックアップしています。

消灯

点灯

消灯

今回のバックアップは、問題なく完了しまし
た。

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

消灯

今回のバックアップは失敗しました。データ
は消失しました。

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

点灯

前回または今回の起動時に、電源エラーが発生
しました。データが壊れている可能性があり
ます。

1 秒ごとに点滅

点灯

消灯

温度が異常に上昇しています。

点灯

点灯

消灯

今回のバックアップは完了しましたが、バック
アップ時に電力が不安定になりました。

点灯

点灯

点灯

FBWC モジュールのマイクロコントローラー
が故障しました。

モデル
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HPE Smart アレイ P416ie-m SR Gen10
P416ie-m コントローラーのポートとコネクター

番号

説明

1

内部 x4 Slim SAS ポート 4

2

ファブリックコネクター

3

内部 x4 Slim SAS ポート 3

P416ie-m コントローラーのステータス LED

サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前
に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム LED
の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。
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HPE Smart アレイ P416ie-m SR Gen10

番号

色

名前

説明

1

緑色

ハートビー
ト

コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速度で点
滅します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点灯します。

2

オレンジ
色

障害

エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時には、
この LED は最長 2 秒間点灯します。

3

緑色

暗号化

点灯 = すべての接続されたボリュームが暗号化されています。
消灯 = すべての接続されたボリュームはプレーンテキストです。
点滅 = 暗号化されたボリュームとプレーンテキストボリュームの
両方が存在します。

4

オレンジ
色

デバッグ

点灯 = コントローラーはリセット状態です。
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム状態で
す。
点滅（5 Hz） = コントローラーとキャッシュでバックアップが行
われています。

P416ie-m コントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュの LED

1 - DDR LED3
-緑

2 - DDR LED2 - 3 - DDR LED1 - 説明
緑
オレンジ色

消灯

消灯

消灯

FBWC モジュールに電力が供給されていません。

2 秒ごとに 1 回 2 秒ごとに 1 回 消灯
点滅
点滅

キャッシュマイクロコントローラーがそのブート
ローダー内から動作し、ホストコントローラーから
新しいフラッシュコードを受信しています。

消灯

FBWC モジュールに電源が投入されており、バック
アップ電源を待機中です。

1 秒ごとに点滅 1 秒ごとに点滅

表は続く

P416ie-m コントローラーのフラッシュバックアップ式ライトキャッシュの LED
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1 - DDR LED3
-緑
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2 - DDR LED2 - 3 - DDR LED1 - 説明
緑
オレンジ色

1 秒ごとに点滅 消灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態であり、バックア
ップ電源を待機中です。

点灯

消灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。バックア
ップ電源は使用可能です。

点灯

点灯

消灯

FBWC モジュールはアイドル状態です。バックア
ップ電源は使用可能です。また、まだドライブに書
き込まれていないデータがキャッシュに含まれて
います。

消灯

1 秒ごとに点滅

消灯

FBWC モジュールに DDR のコンテンツをバック
アップしています。

消灯

点灯

消灯

今回のバックアップは、問題なく完了しました。

消灯

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

今回のバックアップは失敗しました。データは消
失しました。

点灯

1 秒ごとに点滅

1 秒ごとに点滅

前回または今回の起動時に、電源エラーが発生しま
した。データが壊れている可能性があります。

消灯

点灯

1 秒ごとに点滅

温度が異常に上昇しています。

消灯

点灯

点灯

今回のバックアップは完了しましたが、バックアッ
プ時に電力が不安定になりました。

点灯

点灯

点灯

FBWC モジュールのマイクロコントローラーが故
障しました。

モデル

その他のハードウェアとオプション
HPE Smart ストレージバッテリ
Smart ストレージバッテリは中央管理のバックアップソースであり、サーバーの予定外の停電が発生した
場合に備えて、Smart アレイ P クラス Gen10 コントローラー上のフラッシュメモリに書き込みキャッシ
ュの内容をバックアップする必要があります。単一の 96 W バッテリは最大 24 のデバイスをサポートで
きるのに対し、単一の 12 W バッテリがサポートできるデバイスは最大 3 つです。サポートされているバ
ッテリバージョンを確認するには、サーバーのドキュメントを参照してください。
Smart ストレージバッテリの取り付け手順について詳しくは、サーバーのドキュメントを参照してくださ
い。

HPE 12G SAS エキスパンダーカード
HPE 12G SAS エキスパンダーは、E クラスおよび P クラスの Smart アレイ Gen10 コントローラーに接
続します。サーバーの構成に応じて、エキスパンダーは最大 28 のドライブをサポートすることが可能で
す。
12G SAS エキスパンダーカードについて詳しくは、HPE 12G SAS Expander Card QuickSpecs を参照
してください。
12G SAS エキスパンダーカードを取り付けるには、カードに同梱されているサーバー固有のドキュメン
トを参照してください。

その他のハードウェアとオプション
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仕様
メモリ容量とストレージ容量の表記法
メモリ容量は、バイナリプレフィックスを使用して指定します。
•
•
•
•

KiB = 210 バイト
MiB = 220 バイト
GiB = 230 バイト
TiB = 240 バイト

ストレージ容量は、SI プレフィックスを使用して指定します。
•
•
•
•

KB = 103 バイト
MB = 106 バイト
GB = 109 バイト
TB = 1012 バイト

以前のドキュメントや他のドキュメントでは、バイナリ値の代わりに SI プレフィックスが使用されてい
る場合があります。
デバイスで実際に使用できるメモリ容量とフォーマット後の実際のストレージ容量は、指定された値より
少なくなります。

RAID の命名規則
Hewlett Packard Enterprise では、RAID レベルについて次の命名規則を使用します。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RAID 0
RAID 1
RAID 10
RAID 5
RAID 50
RAID 6
RAID 60
RAID 1（ADM）
RAID 10（ADM）

業界では、RAID 50 と RAID 60 を、それぞれ RAID 5+0、RAID 6+0 とも呼びます。

コントローラーの仕様
Smart アレイコントローラーの仕様は、各コントローラーの QuickSpecs 内にあります。
コントローラー

QuickSpecs リンク

E クラス
E208i-a

http://www.hpe.com/support/E208i-a-qs

E208i-p

http://www.hpe.com/support/E208i-p-qs

E208e-p

http://www.hpe.com/support/E208e-p-qs

E208i-c

http://www.hpe.com/support/E208i-c-qs

表は続く
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仕様

コントローラー

QuickSpecs リンク

P クラス
P408i-a

http://www.hpe.com/support/P408i-a-qs

P408i-p

http://www.hpe.com/support/P408i-p-qs

P408e-p

http://www.hpe.com/support/P408e-p-qs

P816i-a

http://www.hpe.com/support/P816i-a-qs

P204i-c

http://www.hpe.com/support/P204i-c-qs

P408i-c

http://www.hpe.com/support/P408i-c-qs

P416ie-m

http://www.hpe.com/support/P416ie-m-qs

P408e-m

http://www.hpe.com/support/P408e-m-qs

P204i-b

http://www.hpe.com/support/P204i-b-qs

HPE Smart ストレージバッテリとキャッシュの仕様
機能

説明

Smart ストレージバッテリの再充電に必要な時間

96 W：2 時間（24 個のデバイスの最大負荷）

Smart ストレージバッテリバックアップの時間

150 秒（最大サポート）
Smart ストレージバッテリは、キャッシュに保存さ
れたデータを DDR メモリからフラッシュメモリへ
転送するために十分な時間を提供し、データは永久
に、またはコントローラーがデータを取り出すまで
フラッシュメモリに残ります。

詳しくは、Smart ストレージバッテリの QuickSpecs ドキュメントを参照してください。

HPE Smart ストレージバッテリとキャッシュの仕様
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サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
•

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク
セスします。
http://www.hpe.com/assistance
ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
の Web サイトにアクセスします。
http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報
•
•
•
•
•
•
•
•

テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）
製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号
オペレーティングシステム名およびバージョン
ファームウェアバージョン
エラーメッセージ
製品固有のレポートおよびログ
アドオン製品またはコンポーネント
他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス
•

•

一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア
クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨
されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。
製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

•
•

http://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード
http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。
http://www.hpe.com/support/e-updates
お客様の資格を確認および更新して、契約および保証をプロファイルにリンクするには、次に示す
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials
ページにアクセスします。
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
重要:
一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセ
スするときに製品の製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポー
トをセットアップしておく必要があります。

78

サポートと他のリソース

カスタマーセルフリペア（CSR）
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご
自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交
換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise
もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ
します。
ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて
ください。
リモートサポートおよびプロアクティブケア情報
HPE 通報サービス
http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス
http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証またはサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠
に関する情報に関するドキュメントを確認するには、
「エンタープライズの安全性、規制への適合」の Web
サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
追加保証情報
HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション
http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE エンタープライズサーバー
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサ
ーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくだ
さい。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

カスタマーセルフリペア（CSR）
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規定に関する追加情報
Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的
な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全
力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/reach
RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについ
ては、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/ecodata
社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する
情報については、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキ
ュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござい
ましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電子
メールには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊
行日をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバー
ジョン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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Web サイト
全般的な Web サイト
Hewlett Packard Enterprise Information Library
http://www.hpe.com/info/EIL
サブスクリプションサービス/サポートのアラート
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
Insight Remote Support
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
上記以外の全般的サポートの Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
製品の Web サイト
HPE Smart アレイ
http://www.hpe.com/info/SmartArrayGen10-docs
HPE Integrated Lights-Out
http://www.hpe.com/jp/servers/ilo

Web サイト
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