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1. 概要
この文書では、このドキュメントに書かれているMegaRAID® Serial-attached SCSI (SAS) RAIDコントローラのユーテ
ィリティ、監視、管理の概要について説明しています。
このガイドには、HII Configuration UtilityおよびStorCliソフトウェアについて掲載されています。
この章では、SASテクノロジ、Serial ATA (SATA)テクノロジ、SSD Guard™、Dimmer Switch、UEFI 2.0、MegaRAID
Advanced Software Options (Fast Path、SafeStore™)、構成シナリオ、ドライブタイプについて掲載しています。

1.1. SAS テクノロジ
MegaRAID 12Gb/s SAS RAIDコントローラは、PCI ExpressとSAS/Serial ATA IIを接続しRAID制御する機能を持った、高
性能・高機能なコントローラです。MegaRAID 12Gb/s SAS RAIDコントローラは、高信頼・高性能・高可用性のディス
クサブシステムの管理を提供します。ワークグループ、部門システム、企業システムの内蔵ストレージとして理想
的なRAIDソリューションです。MegaRAID 12Gb/s SAS RAIDコントローラは、サーバへRAIDを実装する手段として高
いコスト効率を提供します。
SASテクノロジにより、豊富な選択肢と柔軟性を持ったSASデバイスやSerial ATA (SATA) IIデバイスの接続を可能に
しました。これらのデバイスは、使用者のストレージ要件に応じて選択肢を提供します。MegaRAIDは、同一コント
ローラで複数の類似したテクノロジを混在させることが可能となります。
NOTE:

SASデバイスとSATAデバイスを同一Virtual Driveに混在させることはできません。

MegaRAID 12Gb/s SAS RAIDコントローラは、LSI®が市場に最初に投入したSAS ICテクノロジと、実績のある
MegaRAIDテクノロジをベースにしています。第二世代のPCI Express RAIDコントローラとして、MegaRAID SAS RAID
コントローラはミッドレンジおよびエンタープライズクラスのサーバプラットフォームで拡大するスループットと拡張
性の要件に対応します。MegaRAID SAS RAIDコントローラは、内蔵および外部、両方のソリューションのニーズに
対応します。
SASコントローラはANSI Serial Attached SCSI標準規格 バージョン2.1をサポートします。 さらに、このコントローラは
Serial ATA仕様 バージョン3.0によって定義されたSATA IIプロトコルをサポートします。 SASとSATA IIインタフェース
の両方をサポートし、サーバ環境とハイエンドワークステーション環境の両方のバックボーンを供給する多機能な
コントローラです。
コントローラのそれぞれのポートで、以下のプロトコルをサポートしています。
◼ SAS Serial SCSI Protocol (SSP): 他の SAS デバイスとの通信を実現します。
◼ SATA III: SATA III デバイスとの通信を実現します。
◼ Serial Management Protocol (SMP): SAS エキスパンダと直接、トポロジ管理を通信します。
◼ Serial Tunneling Protocol (STP): エキスパンダ経由で SATA III デバイスとの通信を実現します。

1.2. Serial-Attached SCSI (SAS)デバイスインターフェース
SASは、実績のあるSCSIプロトコルセットを利用した、シリアルでポイント・トゥー・ポイントのエンタープライズレベ
ル・デバイス・インタフェースです。SASは、SATA II、SCSI、およびFibre Channelの利点を集約したものであり、企業と
ハイエンドワークステーションストレージ市場の主流です。 SASは、パラレルSCSIより高い帯域幅を提供し、信号と
データ整合性が向上しています。
SASインタフェースは、実績のあるSCSIコマンドセットを使用しつつ、ポイント・トゥー・ポイントのシリアルデータ転送
に接続性と柔軟性を確保しています。 SCSIコマンドのシリアル転送はクロックスキューの問題を排除します。SASイ
ンタフェースは、パラレルSCSIと比較すると、性能向上、簡易なケーブル接続とより小さいコネクタ、少ないピン
数、および少ない必要電力量を提供します。
SASコントローラは、Serial ATA技術とも電気的および物理的に互換性があり共通の接続インタフェースを利用しま
す。 SASとSATA IIプロトコルは、68線のパラレルSCSIケーブルや26線のATAケーブルの代わりに、薄い7線のコネク
タを使用します。 SAS/SATA IIコネクタとケーブルは、簡単に操作でき、より小さいデバイスを接続できるようにし、エ
アフローを妨害しません。 ポイント・トゥー・ポイントのSATA IIアーキテクチャは、レガシーATAのマスター・スレーブ
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アーキテクチャによって作成された固有の困難を排除しながら、既存のATAファームウェアとの互換性が保たれて
います。

1.3. Serial ATA (SATA) III の機能
SATAバスは、少ないピン数(low pin count: LPC)および小さい電圧レベルでのホストとSATAデバイスの接続を提供
する、高速な内蔵バスです。
次のリストは、このRAIDコントローラのSATA III機能を説明します。
◼ 6Gb/s での SATA III データ転送をサポート
◼ 6Gb/s での STP データ転送をサポート
◼ シリアルでポイント・トゥー・ポイントのストレージ接続を提供
◼ デバイスとの間のケーブルを簡易化
◼ パラレル ATA で使われていたマスター・スレーブ構成の課題を排除
◼ エキスパンダを経由して、複数の SATA II ターゲットのアドレッシング可能
◼ エキスパンダを経由して、複数のイニシエータから一つのターゲットへアドレッシング可能(フェイルオー
バー構成)

1.4. Solid State Drive の機能
MegaRAIDファームウェアは、SSDを通常のドライブとして使用することをサポートしています。SSDドライブは、次の
点を除いて、SAS/SATA HDDと同じように動作することが期待できます。
◼ 高いランダムリード速度 (リード・ライトのヘッド移動が無いため)
◼ HDD と比べて低い消費電力であることから、電力あたりの性能が高い
◼ 低レイテンシ
◼ 機械的な高信頼性
◼ 軽量で小型
NOTE: SATA SSDのサポートは、ATA-8 ACS互換のものに限定されます。

1.4.1. SSD Guard
SSD Guard は、MegaRAID特有の機能で、まもなく故障する可能性があるSSDから、ホットスペアや新たに挿入され
たドライブへ自動的にデータをコピーすることで、SSDの信頼度を強化します。SSDはハード・ディスク・ドライブ
(HDD)より信頼できるので、冗長性がないRAID0構成はより一般的になりつつあります。SSD Guardは、RAID0構成
におけるデータ保護を提供します。
SSD Guardは、SSD Self-監視、分析、およびReporting Technology(S.M.A.R.T.)エラーログをモニターし、故障予測を
探すことによって動作します。 エラーがSSDの故障が差し迫っているのを示すなら、MegaRAIDソフトウェアがSSD
のデータを保護するために再構築を開始し、また警告イベントを送付します。

1.5. Dimmer Switch の機能
ドライブへの給電と冷却はデータセンターにかかるコストの多くを占めています。MegaRAIDのDimmer Switch機能
セットはコントローラに接続されたデバイスの消費電力を低減させます。これにより、リソース共有の効率化とコス
ト削減ができます。
Dimmer Switch I – 未構成のディスクをスピンダウンします。この機能は設定可能で、無効化もできます。
Dimmer Switch II – ホットスペアのディスクをスピンダウンします。この機能は設定可能で、無効化もできます。

1.6. UEFI 2.0 のサポート
UEFI2.0は、拡張されたプラットフォームのサポートを提供します。 MegaRAID UEFI2.0 ドライバ(ブートサービス・デ
バイスドライバ)は、ブロックIO要求とSCSIパススルー(SPT)コマンドを扱って、またドライバー構成プロトコル(DCP)を
通してプレブートMegaRAID管理アプリケーションを起動させる能力を提供します。 また、UEFIドライバーはドライバ
ーの診断プロトコルをサポートし、管理者はそこからプレブート診断にアクセスできます。
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1.7. MegaRAID Advanced Software Options
1.7.1. MegaRAID SafeStore
SafeStoreは、データ機密保護の為、ドライブ自身が持つセキュリティキーの管理機能を使用し、ドライブ上のデー
タを暗号化する機能を提供します。このソリューションは、ドライブが物理的に盗難された場合においてもデータを
保護します。ストレージシステムやサーバに搭載していた自己暗号化ドライブが抜き取られた場合、ドライブの上
の暗号化されたデータは適切なセキュリティ認証無しで読み取ることは不可能となります。

1.7.2. MegaRAID Fast Path Software
MegaRAID Fast Pathは、MegaRAIDコントローラカードに接続されたSSDのための高性能I/Oアクセラレータです。
12Gb/s MegaRAID SATA+SASコントローラと共に使用されると、この機能はストレージ・サブシステムのバンド幅と、
総合的なアプリケーション性能を加速させます。

1.8. 構成シナリオ
SAS RAIDコントローラを、以下の3つにあるようなシナリオで使用できます:

1.8.1. ローエンド内蔵 SATA II 構成
これらの構成では、直接またはポートエキスパンダを通して、最大8個のディスクを接続するハイエンドSATA II互換
コントローラとしてRAIDコントローラを使用します。これらの構成は多くの場合、ローエンドかエントリサーバのため
のものです。
エンクロージャ管理は、out-of-band Inter-IC (I2Cバス)を経由して行われます。このサイドバンドは、SASコネクタ内
部、およびSFF-8485(SGPIO)インタフェースの両方をサポートします。

1.8.2. ミッドレンジ内蔵 SAS 構成
これらの構成では、内蔵SATA II構成に類似していますが、ハイエンドのディスクが使用されます。これらの構成
は、ローレンジからミッドレンジサーバに適切です。

1.8.3. ハイエンド外部 SAS/SATA II 構成
これらの構成では、内蔵または外付け、SATA IIドライブまたはSASドライブ、またはこれらのすべてを使用します。
外部のエンクロージャ管理は、インバンドのSCSIに含まれるストレージでサポートされます。この構成は、STPとSMP
がサポートされている必要があります。
次の図では、直接接続の構成を示します。Inter-IC(I2C)インタフェースは周辺機器と通信します。 外部メモリバス
は、32ビット、パリティチェック、接続されたバースト・スタティック・ランダム・アクセスメモリ(PBSRAM)のためのチッ
プセレクト信号、不揮発スタティック・ランダム・アクセスメモリ(NVSRAM)、およびフラッシュROMを提供します。
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SAS/SATA Drivers
Memory
Address/Data
Bus

Flash ROM
PBSRAM
NVSRAM

SAS/SATA Drivers

SAS RAID
Controller
I2C Interface

SAS/SATA Drivers

I2C

SAS/SATA Drivers

PCI Express Interface

図 1: LSI SAS 直接接続アプリケーションの例

次の図では、SAS RAIDコントローラを、LSISASx12エキスパンダを経由してSASドライブ・SATA IIドライブ、またはその
両方で構成された例です。

8 PCI Express Interface
Peripheral Bus

Flash ROM
PBSRAM
NVSRAM

SAS RAID Controller
72 Bit DDR/DDR2

SDRAM

LSISASx12 Expander

SAS/SATA
Drivers

SAS/SATA
Drivers

SAS/SATA
Drivers

LSISASx12 Expander

SAS/SATA
Drivers

SAS/SATA
Drivers

図 2: LSI SAS RAID コントローラを LSISASx12 エキスパンダで構成した例

1.8.4. HDD と SSD の有効なドライブ混在構成
ひとつのコントローラに、SASとSATAドライブ両方を接続することができます。ただし、ひとつのロジカルドライブに、
SASとSATAデバイスを混在させることはできません。また、ひとつのロジカルドライブに、HDDとSSDを混在させるこ
とはできません。
この条件は、ホットスペアにも適用されます。
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2. RAID の概要
この章では、Redundant Array of Independent Disks (RAID), RAIDの機能と利点、RAIDのコンセプト、RAIDレベル、
構成の方針について説明しています。さらに、構成の計画にあたって、RAIDの有効性とTipsを提供しています。

RAID の説明
RAIDは、高性能とフォールト・トレランスを提供する、複数の独立している物理的なドライブの配列、またはグルー
プです。 RAIDドライブグループはI/O(入出力)性能と信頼度を向上させます。RAIDドライブグループは、単一の記
憶装置や複数の仮想装置のようにホストコンピュータに見えます。同時に複数のドライブにアクセスできるので、
I/Oが加速されます。
RAID の利点
単体ドライブのストレージシステムと比べて、RAIDドライブグループはデータ格納の信頼度とフォールト・トレランス
を改良します。残っているドライブから消失したデータを再構築することによって、ドライブの故障から生じるデータ
損失を防ぐことができます。I/O性能を向上し、ストレージ・サブシステムの信頼度が強化されるため、RAIDは普及
しました。
RAID の機能
ロジカルドライブは、OSが使用できる、グループまたはスパンされたドライブです。ロジカルドライブの記憶領域
は、グループ内のすべてのドライブに分散されます。
ドライブは、グループ内のロジカルドライブに組み込まれ、また選択するRAIDレベルをサポートされている必要が
あります。以下は、一般的なRAIDの機能です：
◼ ホットスペアドライブの作成
◼ ドライブグループとロジカルドライブの構成
◼ 一つまたは複数のロジカルドライブの初期化
◼ コントローラ、ロジカルドライブ、ドライブへの個別のアクセス
◼ 故障したドライブのリビルド
◼ RAID レベル 1, 5, 6, 10, 50, 60 で、ロジカルドライブ内で冗長性のあるデータの検査と確認
◼ RAID レベル変更またはドライブ追加に伴う、ロジカルドライブの再構成
◼ 運用するホストコントローラの選択

2.1. コンポーネントと機能
RAIDレベルは、大きなディスクサブシステムに保存されたデータの可用性と冗長性を確実にするシステムを規定
します。RAIDレベルの詳細は、RAIDレベルを参照してください。以下のサブセクションは、RAIDドライブグループと
RAIDレベルのコンポーネントについて説明します。

2.1.1. Drive Group (ドライブグループ)
ドライブグループは、物理ドライブのグループです。これらのドライブは、ロジカルドライブと呼ばれる区画で管理さ
れます。

2.1.2. Logical Drive (ロジカルドライブ)
ロジカルドライブは、ドライブグループ内の区画で、各ドライブ間で連続したデータセグメントで構成されています。
ロジカルドライブは、これらのコンポーネントで構成されます：
◼ ドライブグループ全体
◼ 複数のドライブグループ
◼ ドライブグループの一部
◼ 複数のドライブグループの一部
◼ これらの状態の混成
ロジカルドライブは、Virtual Drive (VD)と呼ばれることもあります。
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2.1.3. フォールト・トレランス
フォールト・トレランスは、ドライブが故障した場合にもデータの信頼性を損なわないようにする、サブシステムの
機能です。RAIDコントローラは、RAIDレベル1, 5, 6, 10, 50, 60を通じて、冗長性のあるドライブグループのサポート
を提供します。システムは、ドライブグループ内のドライブが故障した場合でも動作を継続できますが、性能があ
る程度下がります。
RAID1ドライブグループのスパンでは、それぞれのRAID1ドライブグループは、2台のドライブを持って、1台のドライ
ブ故障を許容できます。 RAID1ドライブグループの長さは、それぞれのドライブグループで最大32台のドライブを
含み、最大16台までのドライブ故障を許容できます。RAID5ドライブグループはそれぞれのRAID5ドライブグループ
で1台のドライブ故障を許容できます。RAID6ドライブグループは最大2台のドライブ故障を許容できます。
スパンされたRAID10 / RAID50 / RAID60ロジカルドライブは、別々のドライブグループに故障がある限り、複数のド
ライブ故障を許容できます。
NOTE: RAIDレベル0は故障への耐性がありません。もしRAID0ドライブグループ内のドライブが故障したら、ロジカルドライブ内のす
べてのデータが破損します。

故障の際でもシステムが利用可能であることを許容するので、フォールト・トレランスはしばしばシステム稼働率に
関連します。しかしながら、フォールト・トレランスは、システムが問題を修復している間にも利用可能であるのも、
重要であることを意味します。
ホットスペアは未使用のドライブです。 冗長性のあるRAIDドライブグループでドライブ故障が起きた場合に、デー
タを再構築・冗長性を再編成することに使用されます。 ホットスペアが自動的にRAIDドライブグループに移行した
後に、データは自動的にホットスペアドライブに再構築されます。RAIDドライブグループは、再構築の間でも要求
を制御します。
オート・リビルドは、故障したドライブの代わりに同じドライブベイへホットスワップすることで、自動的にデータを再
構築することを可能にします。RAIDドライブグループは、再構築の間でも要求を制御します。

2.1.3.1.

マルチパス

ファームウェアはRAIDコントローラからエンクロージャにあるSASデバイスまで複数経路を検出して使用します。エ
ンクロージャに接続されたデバイスは、複数経路を持っています。1つのパスが故障したら、デバイスの同じポート
への冗長パスを利用し、コントローラとデバイスの間の通信に別のパスを使用できます。単一パスの代わりに、マ
ルチパスとロードバランスを使用すると、冗長度を通して信頼度を強化できます。
アプリケーションは、エンクロージャに接続されたドライブとエンクロージャを表示します。ファームウェアはダイナミ
ックにエンクロージャに追加された内容(新しいドライブ)を認識します。 さらに、ファームウェアはダイナミックに現
在使用中の管理情報にエンクロージャとその内容を追加します。
マルチパスは次の機能を提供します：
◼ パス故障時のフェイルオーバー
◼ システムがオンラインの状態で復旧されたパスの自動検出、さらにロードバランスのポリシー更新
◼ マルチパス・デバイスの帯域幅向上
◼ システムがオンラインのまま、ロードバランスのパス変更
ファームウェアは、エンクロージャモジュール(ESM)が同じエンクロージャの一部であるかどうか判断します。 新し
いエンクロージャモジュールを加えるか(マルチパスを許容)、または取り除くとき(現在の単一パス)、
Asynchronous Event Notification(AEN)が発行されます。ドライブが複数パスによって接続されるとき、ドライブの
AENは、エンクロージャに関する正確な情報を含んでいます。エンクロージャモジュールは、パートナーのESMを検
出して、適切なイベントを発行します。
2つのESMがあるシステムでは、ロジカルドライブの可用性にかかわらず、1つのESMを交換することができます。
例えば、コントローラが高いI/O負荷を実行している間に、1つのESMを交換しても、I/Oは止まりません。 コントロー
ラは、システム全体の負荷のバランスをとる際、異なったパスを使用します。
複数パスがドライブに利用可能であるときに、ServerView RAID Managerでは、ドライブ情報は1つのエンクロージ
ャだけを示し、冗長パスがドライブに利用可能であることを示しています。 冗長パスがあるすべてのドライブがこ
の情報を表示します。 ファームウェアはエンクロージャモジュールのオンライン置換をサポートします。

2.1.4. Make Data Consistent (MDC: 整合性確保)
MDCは、RAIDレベル1, 5, 6, 10, 50, 60のロジカルドライブにおける、データの正当性を確認し修復します。RAID0で
はデータの冗長性はありません。
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例えば、パリティがあるシステムでは、データを計算して、パリティ用ドライブのデータと比較し、誤りがあれば修復
します。

2.1.5. Copyback (コピーバック)
コピーバックは、ロジカルドライブの一部でない宛て先ドライブに、ソース・ドライブのデータを退避させることがで
きます。コピーバックは、ドライブグループの物理構成を復元するために使用されます。自動的または手動でコピ
ーバックを実行できます。
ドライブが故障するか、または故障すると予想されるとき、通常、データはホットスペアに再構築されます。 故障し
たドライブを新しいディスクに取り替えます。次に、データがホットスペアから新しいドライブへコピーされ、ドライブ
はホットスペアの状態に戻ります。コピーバックはバッグラウンドタスクとして実行され、ロジカルドライブはオンラ
インで利用可能です。
また、SMARTエラーがロジカルドライブの一部であるドライブで発生するとき、コピーバックが開始されます。宛て
先ドライブには、ホットスペアが使用されます。 SMARTエラーがあるドライブは、コピーバックが無事に終了した後
に故障としてマークされます。 これにより、ドライブグループが縮退ステータスに移行するのを回避します。
NOTE: コピーバックの最中にもしロジカルドライブとドライブグループが削除されると、宛先のドライブは未使用またはホット
スペアに戻ります。

2.1.5.1.

優先度の順序

以下のシナリオでは、コピーバックよりもリビルドが優先されます：
◼ すでにホットスペアへのコピーバックが動作している場合、コントローラ上のロジカルドライブが縮退ス
テータスになると、コピーバックが中断され、リビルドが開始されます。リビルドによりロジカルドライブ
の状態が正常に戻ります。
◼ リビルドとコピーバックがどちらも開始されうるような状況の場合、コピーバックよりもリビルドが優先さ
れます。
システムにホットスペアが設定されていないか、無効な状態
ロジカルドライブを構成する二つのドライブのうち、片方が故障予測(SMART エラー)、片方が故障
している
コピーバックの実行中に(グローバルホットスペア等の)ホットスペアドライブを追加した場合、コピ
ーバックは中断され、ホットスペアドライブへのリビルドが開始されます。

2.1.6. Background Initialization (BGI: バックグラウンド初期化)
ロジカルドライブを作成したとき、BGIはドライブのメディアエラーをチェックします。ロジカルドライブを作成した約5
分後に、自動的に開始されます。このチェックは、ドライブグループ内のすべてのドライブについて、ストライプの
データセグメントが、同一であることを確実にします。
BGIはMDCと類似していますが、BGIは新規に作成したロジカルドライブへ自動的に実行されますが、MDCはされま
せん。デフォルトの、そして推奨されるBGIレートは30です。BGIレートを変更する場合、あらかじめBGIを停止する
必要があり、停止しなかった場合は変更が反映されません。BGIを停止して、レートを変更した後にBGIが開始され
ると、レート変更が反映されます。

2.1.7. Profile の管理
Profileの管理では、各パーソナリティ・モードで複数のハードウェア構成をサポートできます。Profileは、アレイコン
トローラをカスタマイズして、その構成で最高のパフォーマンスを実現するために使用されます。たとえば、PCIeデ
バイスをサポートしていないProfileは、32個のPCIeデバイスをサポートしているProfileよりも高いキューの深さをサ
ポートできます。
HIIまたはStorCLIを使用してProfile管理を選択すると、ファームウェアによって、現在のパーソナリティに対して選
択できるProfileのリストが提供されます。
互換性チェック
アプリケーションからのProfile変更操作は、下記のような理由で失敗することがあります:
◼ 変更先 profile がもつ最大デバイス数を超えてデバイスが搭載されている
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◼
◼
◼

変更先 profile がサポートしていないタイプのデバイスが搭載されている。例：SAS/SATA デバイスが搭
載されている構成にて、NVMe ドライブのみの profile へ変更しようとした場合
pinned cache (フラッシュモジュールに残留している未書き込みのキャッシュデータ)が検出された場合
リビルド、コピーバック、容量拡張、ロジカルドライブの初期化、MDC、パトロールリード等のバックグラ
ウンドタスクが進捗中の場合

2.1.8. Patrol Read (パトロールリード)
パトロールリードは、ドライブの故障につながる可能性のあるエラーをレビューし、修復を行います。目的は、ドラ
イブ故障によりデータが破損する前に、ドライブエラーをあらかじめ検出することによってデータ信頼性を保護する
ことです。対象は、ドライブグループの構成とエラーのタイプに依存します。
パトロールリードは、コントローラが一定時間アイドルで、その他のバックグラウンドタスクが動作していない場合
に開始されます。また、パトロールリードのオプションで自動か手動、または無効を使用できます。

2.1.9. Disk Striping (ディスク ストライピング)
ディスクストライピングを使用すると、１台のドライブにデータを書き込む代わりに、複数のドライブにデータを書き
込むことができます。ディスクス トライピングでは、各ドライブストレージ空間を、8 KB ～ 1024 KB のストラ イプに
分割します。これらのストライプは、連続して、繰り返しインター リーブされます。各ドライブのストライプの合計が
結合されたストレージ空間となります。ストライプのサイズは、RAIDドライブグループ全体で同一にすることを推奨
します。
たとえば、ディスクストライピング（RAID レベル 0）のみを使用するディス ク 4 台のシステムでは、セグメント 1 はデ
ィスク 1、セグメント 2 はディスク 2 という要領で書き込まれます。ディスクストライピングでは、複数のドライブが同
時にアクセスされるため、パフォーマンスが向上します。ただしディスクストライピングではデータの冗長性はあり
ません。

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Segment 5

Segment 6

Segment 7

Segment 8

Segment 9

Segment 10

Segment 11

Segment 12

図 3: ディスクストライピングの例(RAID0)

2.1.9.1.

ストライプ幅

ストライプ幅は、ストライピングが実装されているドライブグループ内の ドライブ数です。たとえば、ディスクストライ
ピングを使用するディスク 4台のドライブグループでは、ストライプ幅は 4 です。

2.1.9.2.

Stripe Size (ストライプサイズ)

ストライプサイズは、RAIDコントローラが複数のドライブ（パリティドライブを除く）に書き込む、インターリーブされた
データセグメントの長さです。たとえば、ストライプのディスクスペースが64KBで、ストライプの各ディスク上に16KB
のデータがあるとします。この場合、ストライプサイズは64KBで、ストリップサイズは16KBです。

2.1.9.3.

Strip Size (ストライプサイズ)

ストリップサイズは、1台のドライブ上に存在するストライプの一部分の長さです。
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2.1.10. Disk Mirroring (ディスクミラーリング)
ミラーリング（RAID1とRAID10で使用）では、1台のドライブに書き込まれたデータが別のドライブにも同時に書き込
まれます。ディスクミラーリングの第一の利点は、100 % のデータ冗長性を実現することです。ディスクの内容はす
べて 2 台目のディスクにも書き込まれるため、片方のディスクが故 障してもデータは損失しません。さらに、両方
のドライブに常に同一のデータが格納されているため、どちらのディスクも運用ディスクとして機能できます。片方
のディスクが故障した場合、もう片方のディスクの内容を使用してシステムを実行し、故障したディスクを再構成で
きます。
ディスクミラーリングによって100%の冗長性が達成されますが、システム内の各ドライブを複製する必要があるた
め、高価になります。図 4に、ディスクミラーリングの例を示します。

Segment 1

Segment 1 Duplicated

Segment 2

Segment 2 Duplicated

Segment 3

Segment 3 Duplicated

Segment 4

Segment 4 Duplicated

図 4: ディスクミラーリングの例(RAID1)

2.1.11. パリティ
パリティは、2つ以上の親データセットから冗長データのセットを生成しま す。冗長データを使用して、ドライブが故
障したときに親データセットの1つを再構成できます。パリティデータは親データセットを完全には複製しま せん
が、パリティの生成によって書き込みプロセスの速度が低下します。RAIDでは、この方法が、ドライブ全体またはド
ライブグループ内のドライブ のすべてにわたるストライプに適用されます。パリティの種類について、次の表で説
明します。
表 1: パリティの種類
パリティの種類

説明

専用 (Dedicated)

2 台以上のドライブ上のパリティデータが、別の追加ディスクに格納されます。

分散 (Distributed)

パリティデータは、システム内の複数のドライブに分散されます。

RAID5では、分散パリティをディスクストライピングと組み合わせます。1台のドライブが故障した場合、パリティと残
りのドライブにあるデータから、 ドライブをリビルドできます。RAID 5 ドライブグループの例を図 5に示します。RAID
5 はパリティを使用して、ドライブ全体の内容を複製しなくても、1台のドライブが故障した場合の冗長性を実現し
ます。RAID 6 は分散パリティ とディスクストライピングも使用しますが、パリティデータのセットがもう 1 つ追加され
るため、最大 2 台のドライブの故障に対応できます。
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図 5: 分散パリティの例(RAID 5)

2.1.12. Disk Spanning (ディスクスパニング)
ディスクスパニングでは、複数のドライブを 1 台の大容量ドライブのようにして使用できます。スパニングは、既存
のリソースを組み合わせ、比較的安価なリソースを追加することで、ディスクスペースの不足を解消し、ストレージ
の管理を簡素化します。たとえば、20 GB の 4 台のドライブを組み合わせて、OSに1台の80 GBのドライブと認識さ
せることができます。
スパニング単独では、信頼性やパフォーマンスの向上は得られません。スパニングされた仮想ドライブは、ストラ
イプサイズが同一であり、隣接している必要があります。図 6 では、RAID 1 ドライブグループを RAID 10 ドライブグ
ループに変換しています。
NOTE:
各スパンは異なるバックプレーンに配置することで、1つのスパンが故障してもドライブグループ全体が損失しないようにする
ことができます。

2 台の隣接する RAID 0 ロジカルドライブをスパニングしても、新しいRAIDレベルは得られず、フォールトトレランス
も実現しません。ただし、スピンドル数が倍増するため、ロジカルドライブの容量が増加し、パフォーマンスが向上
します。

500GB

500GB

500GB

500GB

計 1000GB

計 1000GB

図 6: ディスクのスパニング

2.1.12.1. RAID10、RAID50、RAID60 のスパニング
以下の表では、スパニングによってRAID 10、RAID 50、RAID 60 を構成する方法を説明しています。ロジカルドライ
ブのストライプサイズは同一にする必要があり、スパンの最大数は 8 です。
ディスクグループとロジカルドライブを構成、ドライブをスパニングする手順の詳細は、ストレージ構成の作成を参
照してください。
表 2: RAID のスパニング
RAID レベル

説明
2 台の隣接する RAID 1 仮想ドライブを、コントローラがサポートするデバイスの最大数までスパニングして、

10

RAID 10 を構成します。RAID 10 では最大 8 つのスパンをサポートしま す。スパン内の各 RAID 仮想ドライブ
で使用するドライブ数は 偶数にしてください。RAID 1 仮想ドライブのストライプサイズは同一にしてください。

50

60

NOTE:

2 台の隣接する RAID 5 仮想ドライブをスパニングして、RAID50 を構成します。RAID 5 仮想ドライブのストラ
イプサイズは 同一にしてください。
2 台の隣接する RAID 6 仮想ドライブをスパニングして、RAID60 を構成します。RAID 6 仮想ドライブのストラ
イプサイズは 同一にしてください。

スパンされたロジカルドライブ(RAID10、RAID50、RAID60)では、スパン番号はSpan 0から開始されます。
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2.1.13. Hotspare (ホットスペア)
ホットスペアは、ディスクサブシステムの一部の、予備の使用されていないドライブです。通常はスタンバイモード
になっており、ドライブが故障した場合に使用できます。ホットスペアを利用することで、システムをシャット ダウン
したりユーザーが作業したりしなくても、故障したドライブを交換したかのように動作します。MegaRAID SAS RAID
コントローラはホットスペアドライブを使用して、故障したドライブの自動リビルドを開始し、高度なフォールトトレラ
ンスを実現し、ダウンタイムをなくします。
RAID管理ソフトウェアを使用して、ドライブをホットスペアとして指定でき ます。ホットスペアが必要な場合、RAIDコ
ントローラは、故障したドライブの容量以上でそれに近い容量を持つホットスペアを、故障したドライブの交換用と
して割り当てます。故障したドライブはロジカルドライブから削除され、ホットスペアへのリビルドが開始すると故障
としてマークされます。 ホットスペアドライブは RAIDロジカルドライブ内にないドライブから作成できます。
RAID管理ソフトウェアを使用して、エンクロージャアフィニティを持つホットスペアを指定できます。これにより、バッ
クプレーンの分割構成でドライ ブに故障がある場合、ホットスペアが存在するバックプレーン側でホットスペアが
先に使用されます。
ホットスペアにエンクロージャアフィニティが指定されている場合、このホットスペアが存在するバックプレーン上の
故障したドライブを、その他のバックプレーン上のドライブより優先的にリビルドに使用します。
ホットスペアには2種類あります：
◼ Global Hotspare (グローバルホットスペア)
◼ Dedicated Hotspare (専用ホットスペア)

2.1.13.1. Global Hotspare (グローバルホットスペア)
グローバルホットスペアドライブは、冗長ドライブグループ内の故障したドライブの交換に使用できます。ただし、
故障したドライブのサイズ以上の容量を備えている場合に限ります。任意のチャネルに定義されたグローバルホ
ットスペアは、両方のチャネル上の故障したドライブの代わりになります。

2.1.13.2. Dedicated Hotspare (専用ホットスペア)
専用ホットスペアを使用して、選択したドライブグループ内の故障したドライブのみを交換できます。スペアドライ
ブプールのメンバーとして、1台以上のドライブを指定できます。プールから最適なドライブがフェイルオーバー用
に選択されます。グローバルホットスペアプールのホットスペアよりも先に専用ホットスペアが使用されます。
ホットスペアドライブは任意の RAID チャネルに配備できます。スタンバイホットスペア（RAID ドライブグループで使
用されていない）は、最小 60 秒 ごとにポーリングされ、そのステータスがRAID管理ソフトウェアに通知されます。
RAIDコントローラは、システム内で事前にホットスペアとして設定されていないディスクに対するリビルドも可能で
す。
ホットスペアを使用する際は、以下のパラメータを確認してください：
◼ ホットスペアは、冗長性のあるドライブグループ、つまり RAID レベル 1、5、6、10、50、60 でのみ使用さ
れます。
◼ 特定の RAID コントローラに接続されたホットスペアは、同じコントローラに接続されたドライブのリビル
ドにのみ使用できます。
◼ コントローラ BIOS 経由でホットスペアを 1 台以上のドライブに割り当て るか、または RAID 管理ソフトウ
ェアを使用してホットスペア プールに配置する必要があります。
◼ ホットスペアには、交換対象のドライブと同等以上の空き容量が必要です。たとえば、500 GB のドライ
ブを交換するには、ホットスペアには 500 GB 以上の空き容量が必要です。

2.1.14. Rebiuld (リビルド)
RAIDドライブグループのドライブが故障した場合、故障する前にそのドライブに格納されていたデータを再作成し
て、ドライブを再構築できます。RAID コントローラは、ドライブグループの他のドライブに格納されているデータ を
使用して、データを再作成します。リビルドはデータ冗長性を備えたドライブグループでのみ可能で、RAID 1、5、
6、10、50、60 のドライブグルー プがこれに相当します。
RAIDコントローラは、ホットスペアを使用して、ユーザーが定義したリビルドレートで故障したドライブを自動的かつ
透過的にリビルドします。ホットスペア を使用できる場合、リビルドはドライブが故障したときに自動的に開始され
ます。ホットスペアが使用できない場合、故障したドライブを新しいドライブと交換して、故障したドライブ上のデー
タをリビルドできるようにする必要があります。
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故障したドライブはロジカルドライブから削除され、ホットスペアへのリビルドが開始すると故障としてマークされま
す。リビルド中にシステムが ダウンした場合、RAIDコントローラはシステムがリブートした後に、中断されたところ
からリビルドを自動的に再開します。
NOTE:
ホットスペアへのリビルドが開始されるとき、管理アプリケーションが故障したドライブを検出する前に、故障したドライブが仮
想ドライブから削除されることがしばしばあります。この場合、イベントログには、ホットスペアへリビルドするドライブが示されますが、
故障したドライブは示されません。以前に故障したドライブは、ホットスぺアへのリビルドが開始した後に「故障」とマークされます。
NOTE:
ソースドライブがホットスペアへのリビルド中に故障した場合、リビルドは失敗し、故障したソースドライブはオフラインとマーク
されます。さらに、リビルド中のホットスペアドライブはホットスペアに戻ります。ソースドライブが故障したためにリビルドが失敗した後、
専用ホットスペアは専用のままで、正しいドライブグループに割り当てられています。グローバルホットスペアはグローバルのままで
す。
NOTE:
RAIDレベルの移行中にドライブを交換した場合、ドライブの自動リビルドは開始されません。拡張または移行手順が完了した
後に、リビルドを手動で開始する必要があります。

2.1.15. Rebuild Rate (リビルドレート)
リビルドレートは、故障したドライブのリビルドに占有される計算サイクルの割合です。リビルドレート 100 % とは、
故障したドライブのリビルドが優先されることを意味します。
リビルドレートは 0 ～ 100 % で設定できます。0 % では、システムが他に何も処理していない場合にのみリビルド
が実行されます。100 % では、他のどのシステムアクティビティよりも、リビルドの優先度が高くなります。0 % また
は 100 % を使用することは推奨しません。デフォルトのリビルドレートは 30 % です。

2.1.16. Hot Swap (ホットスワップ)
ホットスワップは、故障したドライブユニットを、コンピュータの稼働中に手動で交換することです。新しいドライブを
取り付けたとき、次の場合にリ ビルドが自動的に実行されます：
◼ 新しく取り付けられたドライブの容量が故障したドライブの容量以上の場合
◼ 交換対象の故障したドライブと同じドライブベイに取り付けられた場合
新しいドライブを検出してドライブの内容を自動的にリビルドするようにRAID コントローラを設定できます。

2.1.17. ドライブの状態
ドライブの状態について、次の表で説明します。
表 3: ドライブの状態
状態

説明

Online

RAID コントローラからアクセスでき、ロジカルドライブの一部になっているドライブ。

Unconfigured
Good
Hot Spare
Failed
Rebuild
Unconfigured
Bad
Missing

正常に機能しているが、ロジカルドライブの一部またはホットスペアとして設定されていないドライブ。
稼働状態になっていて、オンラインドライブが故障したときにスペアとして使用できるドライブ。
当初は「Online」または「Hot Spare」として設定されて いたが、ファームウェアが修復不可能なエラーを検
出したドライブ。
ロジカルドライブの完全冗長性を復元するため、データを書き込み中のドライブ。
ファームウェアが修復不可能なエラーを検出したドライブ。
「Online」だったが、その場所から取り外されたドライブ。
ロジカルドライブの一部で、RAID 構成に関して無効なデータを持つドライブ。

Offline

NOTE: キャッシュされたデータを持つロジカルドライブがオフラインになると、ロジカルドライブのキャッシュ
は破棄されます。ロジカルドライブはオフラインであるため、キャッシュは保存できません。

Shield State

アレイコントローラが異常を検出し、一時的に診断を実施中のドライブ。
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Copyback

アレイ構成中にあり、故障によってコピーバックが実行中のドライブ。

2.1.18. ロジカルドライブの状態
ロジカルドライブの状態について、次の表で説明します。
表 4: ロジカルドライブの状態
状態

説明

Optimal

ロジカルドライブの稼働状態は良好です。構成されたすべてのドライブがオンラインです。

Degraded

Partial Degraded

ロジカルドライブの稼働状態は最適ではありません。構成されたドライブの 1 つが故障しているか、ま
たはオフラインです。
RAID 6 ロジカルドライブの稼働状態は最適ではありません。構成されたドライブの 1 つが故障している
か、またはオフラインです。RAID 6 は、最大 2 台のドライブの故障に対応できます。

Failed

ロジカルドライブが故障しています。

Offline

ロジカルドライブを RAID コントローラで使用できません。

2.1.19. エンクロージャ管理
エンクロージャ管理は、ソフトウェアおよびハードウェアによるディスクサブシステムのインテリジェンスな監視で
す。ディスクサブシステムは、ホストコンピュータの一部にすることも、外部ディスクエンクロージャに配置すること
もできます。エンクロージャ管理は、ドライブまたは電源ユニットの故障など、ディスクサブシステムで発生したイベ
ントの通知に役立ちます。エンクロージャ管理によって、ディスクサブシステムのフォールトトレランスが強化されま
す。

2.1.20. RAID 管理ソフトウェア
2.1.20.1. ServerView RAID Manager
ServerView RAID Manager は、RAIDコントローラおよびドライブの監視、管理に使用されるアプリケーションソフトウ
ェアです。
RAIDコントローラを使用してコントローラおよびドライブのステータスを監視、管理するには、ServerView RAID
Managerをインストールしてください。ServerView RAID Managerを使用することで、OS上でRAIDコントローラ全般の
状態監視、RAID構成の作成、削除、設定変更など、数多くの監視と管理の操作を実行できます。
詳細は、 ServerView RAID Manager のマニュアルを参照してください。

2.1.20.2. iRMC を使用したアレイコントローラの監視・管理
サーバに搭載されているiRMC (integrated Remote Management Controller)を使用して、アレイコントローラおよび
接続先エンクロージャ、物理ドライブ、ロジカルドライブを監視、管理することができます。
この機能を使用するための通信はデバイスドライバ・オペレーティングシステムを経由せず、iRMCとアレイコントロ
ーラが直接通信するOut-of-band (OOB)が使用されるため、エージェントレスでのコンポーネント監視・管理が可能
になります。
お使いのサーバおよびiRMCの構成により、実行可能な機能が異なります。
◼ 物理ドライブのロケート：選択した物理ドライブの故障ランプを位置特定モード(1Hz)で点滅させること
ができます。
◼ 情報の表示：アレイコントローラ・ロジカルドライブ・物理ドライブの情報を表示します。
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◼

管理操作：ロジカルドライブの作成、アレイコントローラやロジカルドライブの設定変更等、アレイコント
ローラの管理・保守に必要な機能を実行することができます。

お使いの構成でサポートされる機能は、iRMCの仕様を参照してください。また、使用方法の詳細は、iRMCのマニ
ュアル [iRMC S5 - Web インターフェース]を参照してください。
NOTE: アレイコントローラの管理操作をサポートしていない構成をお使いの場合は、必要に応じて、ServerView RAID Manager、HII
Configuration Utility、StorCliなどを使用してください。

2.1.21. ドライブ故障予測 (PFA / S.M.A.R.T)
PFA / S.M.A.R.T. 機能は、ドライブの故障を予測する機能です。ドライブ自身が事前に故障の危険性を判定し、危
険性が高い場合は警告を発行します。
ドライブが正常に稼働している場合でも、故障予測が報告さ れたドライブは近いうちに故障する可能性がありま
す。できるだけ早く、新しいドライブと交換することを推奨します。
故障が予測されたハードディスクドライブは、RAID管理ソフトウェアで特定できます。

2.1.22. Flash Backup Unit (FBU: フラッシュバックアップユニット )
Write Back時のRAIDコントローラのキャッシュデータ保護機構として、フラッシュバックアップユニット（FBU）による
保護をサポートしています。
フラッシュバックアップユニットが接続されていて、不意の電源断等のトラブルが発生した場合、RAIDコントローラ
のキャッシュデータはフラッシュモジュールへ退避され、キャッシュメモリ内のデータが保護されます。その後、電
源が復帰した際に、フラッシュモジュール内のデータをキャッシュメモリに復旧します。
この際のフラッシュモジュールへのデータ退避動作は、フラッシュバックアップユニットに蓄えた電力を使って行わ
れます。

2.1.22.1. FBU の特徴
◼
◼
◼

充放電を繰り返す事による性能劣化が少なく、製品サポート期間内に定期交換を実施する必要があり
ません。
リキャリブレーション中に Write Policy 設定が Write Through へ切り替わることによる、ライト性能の一
時的な低下がありません。
充電は数分で完了します。このため、ご購入直後や長期間使用しなかった場合でも、速やかに Write
Back で動作できます。

NOTE:

各種ユーティリティの表示上、FBUの代わりに“BBU”または“Battery”と表記される場合があります。

NOTE:

デフォルトでは、RAIDコントローラにより、自動的にリキャリブレーションが行われます。これは数分で完了します。

2.1.23. Shield State
RAIDコントローラがドライブの異常を検出した際、ドライブの状態を一時的に保護状態（Shield State）とし、ドライブ
の診断を実施し、最終的にドライブが固定的な故障か、一時的な異常であるかを判断する機能です。
ドライブの異常が一時的な要因によるもので、診断の結果、ドライブが正常に動作可能と判断された場合
(passed)はドライブの交換までの間の冗長性を回復および維持できます。
保護状態になったドライブの診断が開始されます。診断は最長で約5分を要します。
NOTE: 本機能による診断結果が「正常(Passed)」であった場合も、当該ドライブ上で異常が発生したため、イベントログよりドライブの
搭載位置を判別し、予防交換を実施することを推奨します。
NOTE: 診断結果が正常であっても、原因によっては再度異常が発生する可能性があります。この場合、2度目の異常時にはShield
機能は動作せず、直ちに故障状態となります。

2.1.23.1. 動作概要
◼

ドライブの異常を検知すると、ドライブは保護（Shielded）状態となります。
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◼
◼
◼

診断結果が「正常(Passed)」かつ、ストレージドライブが冗長性のあるロジカルドライブに組み込まれて
いる場合、ドライブのリビルド（Rebuild）が開始されます。
診断結果が「故障(failed)」の場合、ストレージドライブは「故障（Failed）」状態となります。
ホットスペアドライブが定義されている構成の場合、本タイミングにてホットスペアへのリビルドが開始
されます。

2.2. RAID レベル
RAID コントローラは、RAID レベル 0、1、5、6、10、50、60 をサポートします。サポートする RAID レベルについて、
以降の項でまとめています。さらに、単独のドライブ（RAID 0 として構成）をサポートします。以降のセクションで
は、RAIDレベルの詳細を説明します。

2.2.1. RAID レベルの概要
◼
◼

◼
◼

◼

◼

◼

RAID 0 は、ストライピングを使用して、特にフォールトトレランスを必要としない環境の大規模ファイルに
ついて、高データスループットを実現します。
RAID 1 は、ミラーリングを使用して、1 台のドライブに書き込まれたデータが 同時にもう 1 台のドライブ
にも書き込まれるようにします。これは、必要な容量は少なくても完全なデータ冗長性が必要な小規模
データベースおよびその他のアプリケーションに適しています。
RAID 5 は、すべてのドライブにわたるディスクストライピングとパリティデータ（分散パリティ）を使用し
て、特に小規模ランダムアクセスについて高データスループットを実現します。
RAID 6 は、分散パリティ（ストライプごとに 2 つの独立パリティブロック）とディスクストライピングを使用
します。RAID 6 ロジカルドライブは、2 台のドライブが故障してもデータを損失することはありません。
RAID 6 ドライブグループは、最小 3 台のドライブが必要で、RAID 5 ドライブグループと類似していま
す。データのブロックとパリティ情報が、すべてのドライブに書き込 まれます。パリティ情報は、ドライブ
グループ内の 1 台または 2 台のドライブが故障した場合のリカバリに使用されます。
RAID 10 は、RAID 0 と RAID 1 の組み合わせで、ミラーリングされたスパン上のストライプ化されたデー
タで構成されます。RAID 10 ドライブグループはスパニングされたドライブグループで、一連のミラーリ
ングされたドライブからストライプ化されたセットを作成します。RAID 10 では、最大 8 つのスパンを使
用できます。スパン内の各 RAID ロジカルドライブで使用するドライブ数は偶数にしてください。RAID 1
仮想ドライブのストライプサイズは同一にしてください。RAID 10 は高データスループットと完全なデータ
冗長性を実現しますが、使用するスパン数が多くなります。
RAID 50 は RAID 0 と RAID 5 の組み合わせで、分散パリティとディスクストライピングを使用します。
RAID 50 ドライブグループはスパニングされたド ライブグループで、データは複数の RAID 5 ドライブグ
ループ上でストライプ化されます。RAID 50 は、高信頼性、高い要求率、多量のデータ転送、中～大容
量を必要とするデータに最適です。
RAID 60 は RAID 0 と RAID 6 の組み合わせで、分散パリティ（各 RAID セッ ト内のストライプごとに 2 つ
の独立パリティブロック）とディスクストライピングを使用します。RAID 60 ロジカルドライブは、RAID 6 セ
ットのそれぞれで、2 台のドライブが故障してもデータを損失することはありません。高信頼性、高い要
求率、多量のデータ転送、中～大容量を必要とするデータに最適です。

NOTE: RAID 0 と RAID 5 など、異なる RAID レベルのロジカルドライブを、同じドライブグループ内で使用することはできません。たとえ
ば、既存の RAID 5 仮想ドライブがアレイ内の空間の一部から作成されている場合、アレイ内の次の仮想ドライブは RAID 5 のみできま
す。

2.2.2. RAID レベルの選択
最適なパフォーマンスを実現するには、システムドライブを作成するときに、最適な RAID レベルを選択してくださ
い。ドライブグループの最適な RAID レベルは、いくつかの要因によって決定されます：
◼ ドライブグループ内のドライブ数
◼ ドライブグループ内のドライブ容量
◼ データ冗長性の必要性
◼ ディスクパフォーマンスの要件
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2.2.3. RAID 0
RAID 0 は、RAID ドライブグループ内のすべてのドライブにわたってディスクストライピングを行います。RAID 0 は
データ冗長性がありませんが、 RAID 0を併用することで、任意の RAID レベルのパフォーマンスが向上します。
RAID 0 はデータを小型のセグメントに分割し、データセグメントをドライブグループ内の各ドライブにストライプ化し
ます。各データセグメントのサ イズは、ストライプサイズによって決定されます。RAID 0 は高帯域を実現します。
NOTE: RAIDレべル0 にはフォールトトレランス機能はありません。RAID 0 ドライブグループ内のドライブが故障すると、ロジカルドライ
ブ全体（ロジカルドライブに関連付けられたすべてのドライブ）が使用できなくなります。

大規模ファイルを小型セグメントに分割することで、RAIDコントローラは SAS ドライブと SATA ドライブの両方で、フ
ァイルを高速に読み書きできます。RAID 0 には、書き込み処理を複雑にするパリティ計算はありません。このた
め、RAID 0 は高帯域が必要で、フォールトトレランスが不要なアプリケーションに最適です。RAID 0 の概要を表に
示します。下の図は、RAID 0ドライブグループの例を示しています。
表 5 RAID0 の概要
用途
利点

特に大規模ファイルについて、高データスループットを実現します。フォールトトレランスを必要と
しない、任意の環境で使用できます。
大規模ファイルについて、高データスルーットを向上させます。パリティによる容量減少はありま
せん。

欠点

フォールトトレランスは利用できません。ドライブが故障すると、すべてのデータが損失します。

ドライブ数

1～32

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Segment 5

Segment 6

図 7: 2 台のドライブによる RAID0 ドライブグループの例

2.2.4. RAID 1
RAID 1 では、RAID コントローラは 1 台のドライブのすべてのデータを、ドライブグループ内の 2 台目のドライブに
複製します。RAID 1 は、1 つのスパンで 2 ～ 32 の偶数のドライブ数をサポートします。RAID 1 では完全なデータ
冗長性を実現しますが、必要なデータストレージ容量が 2 倍になります。RAID 1 の概要を表に示します。図は、
RAID 1 ドライブグループの例を示しています。
表 6: RAID1 の概要
用途
利点
欠点
ドライブ数

RAID 1 は、フォールトトレランスが必要だが大容量 は必要としない、小規模データベースまたはその他の 環境
で使用します。
完全なデータ冗長性を実現します。RAID 1 は、フォールトトレランスが必要で、小容量で済むアプリケーションに
最適です。
必要なドライブ数が 2 倍になります。ドライブのリビルド中は、そのバックグラウンドプロセスが動作するため、
完了するまで一時的にパフォーマンスが低下します。
2 (RAID1)、または 4 ～ 32（RAID1E、偶数にする必要があります）
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Segment 1

Segment 1
Duplicated
Segment 5
Duplicated

Segment 5

Segment 2
Segment 6

RAID1

Segment 2
Duplicated
Segment 6
Duplicated

Segment 3

Segment 3
Duplicated
Segment 7
Duplicated

Segment 7

RAID1

RAID1

Segment 4
Segment 8

Segment 4
Duplicated
Segment 8
Duplicated

RAID1

図 8: RAID1 ドライブグループの例

2.2.5. RAID 5
RAID5 はブロックレベルのディスクストライピングとパリティを備えます。 パリティはデータのプロパティが奇数であ
るか偶数であるかを示すもので、 パリティチェックはデータのエラーを検出するために使われます。RAID 5 では、
パリティ情報はすべてのドライブに書き込まれます。RAID 5 は、大量の小規模入出力（I/O）トランザクションを同時
に実行するネットワークに最適 です。
RAID 5 はランダム I/O 処理のボトルネック問題を解決します。各ドライブに データとパリティの両方が格納される
ため、多数の書き込みが同時に実行さ れます。
RAID 5 の概要を表に示します。図は、RAID 5 ドライブグループの例を示しています。
表 7: RAID5 の概要
特に大規模ファイルについて、高データスループットを実現します。RAID 5 は、各ドライブで独立
して読み書きを実行できるため、トランザクション処理アプリケーションに使用します。ドライブが
用途

故障した場合、RAID コントローラはパリティドライブを使用して、損失したすべての情報を再作
成します。また、フォールトトレランスを必要とするオフィスオートメーションおよびオンラインカス
タマーサービスにも使用します。読み取り要求率が高く、書き込み要求率が低いアプリケーショ

利点

ンに使用します。
多くの環境で、データ冗長性、高い読み取り要求率、良好なパフォーマンスを実現します。容量
をほとんど損なうことなく、冗長性を利用できます。
大量の書き込みを必要とするタスクにはあまり適していません。キャッシュが有効利用されない
場合連続アクセス時）は影響が大きくなります。ドライブのリビルド中は、そのバックグラウンドプ

欠点

ロセスが動作するため、完了するまで一時的にパフォーマンスが低下します。処理が少ない環
境では RAID オーバーヘッドが同時処理によるパフォーマンス向上で相殺されないため適してい
ません。

ドライブ数

3～32
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図 9: 6 台のドライブを使用した RAID5 ドライブグループ

2.2.6. RAID 6
RAID 6 は RAID 5（ディスクストライピングとパリティ）と類似していますが、ストライプごとに 1 つのパリティブロック
ではなく、2 つのパリティブロックを使用します。RAID 6 には 2 つの独立したパリティブロックがあるため、ロジカル
ドライブ内で 2 台のドライブが故障してもデータを損失することはありません。各ストライプの 2 つ目のパリティブ
ロックを使用して、高レベルのデータ保護を実現します。RAID 6 は、非常に高レベルの損失保護を必要とするデ
ータに使用します。
仮想ドライブで 1 台または 2 台のドライブが故障した場合、RAID コントローラはパリティブロックを使用して失われ
た情報をすべて再作成します。RAID 6 仮想ドライブで 2 台のドライブが故障した場合、各ドライブで 1 台ずつ、2
台のドライブのリビルドが必要になります。このリビルドは同時には実行されません。コントローラは一方の故障し
たドライブをリビルドしてから、もう一方の故障したドライブをリビルドします。
表 8は、RAID 6 ドライブグループの例を示しています。
表 8 RAID6 の概要
用途

フォールトトレランスを必要とするオフィスオートメーションおよびオンラインカスタマーサービスに
使用します。読み取り要求率が高く、書き込み要求率が低いアプリケーションに使用します。
多くの環境で、データ冗長性、高い読み取り要求率、良好なパフォーマンスを実現します。2 台の

利点

ドライブの損失、または別のドライブのリビルド中の 1 台のドライブの損失に対応できます。あらゆ
る RAID レベルの中で、ドライブ故障に対する最高レベルの保護を実現します。読み取りパフォー
マンスは RAID 5 と同等です。
大量の書き込みを必要とするタスクにはあまり適していません。RAID 6 ロジカルドライブは、書み
込み処理ごとに 2 セットのパリティデータを生成する必要があるため、書き込み中のパフォーマン

欠点

スが大きく低下します。ドライブのリビルド中は、そのバックグラウンドプロセスが動作するため、
完了するまで一時的にパフォーマンスが低下します。RAID オーバーヘッドがプロセスの同時処理
によるパフォーマンスの向上によって相殺されないため、プロセスが少ない環境には適していま
せん。RAID 6 ではストライプごとに 2 つのパリティブロックを使用するため、追加の容量が必要と

ドライブ数

なり、高価です。
3
～ 32

図 11は RAID 6 のデータの配置を示しています。2 つ目のパリティドライブ のセットは Q で示しています。P ドライ
ブは RAID 5 パリティ方式に従います。

図 10: RAID6 ドライブグループの例

2.2.7. RAID 10
RAID 10 は RAID 0 と RAID 1 の組み合わせで、ミラーリングされたドライブ上のストライプで構成されます。RAID 10
はドライブを小型のブロックに分割し、データブロックを各 RAID 1 ドライブグループにミラーリングします。 各ドライ
図 11: ストライプ内の 2 つのブロック上に分散するパリティの例（RAID 6）
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ブグループ内の最初の RAID 1 ドライブは、そのデータを 2 台目のドライブに複製します。各ブロックのサイズはス
トライプサイズパラメータで決定します。これは RAID セットの作成時に設定します。RAID 1 ロジカルドライブのスト
ライプサイズは同一にしてください。
1つのロジカルドライブは複数のドライブグループ上で定義されるため、スパニ ングが使用されます。複数の RAID
1 レベルドライブグループで定義されたロジカルドライブは、RAID レベル 10（1+0）と呼ばれます。データはドライブ
グループ上でストライプ化され、複数ドライブグループに同時にアクセスでき るため、パフォーマンスが向上しま
す。
スパニングされた各 RAID 10 ロジカルドライブは、複数のドライブ故障に対応しますが、これは故障がそれぞれ別
のドライブグループで発生した場合に限ります。
2 台の隣接する RAID 1 ロジカルドライブを、コントローラがサポートするデバイスの最大数までスパニングして、
RAID 10 を構成できます。RAID 10 では、スパンごとに最大 32 台のドライブを持つ、最大 8 つのスパンをサポート
します。スパン内の各 RAID 10 ロジカルドライブで使用するドライブ数は偶数にしてください。
RAID 10 の概要を表に示します。
表 9: RAID10 の概要
ミラーリングされたドライブグループの 100 % の冗長性を必要とし、RAID 0（ストライプ化されたド
ライブグループ）の I/O パフォーマンスの向上が必要なデータストレージの使用に適しています。

用途

RAID10 は、高度なフォールトトレランスと中規模容量を必要とする中規模データベースまたは任
意の環境での運用に適しています。

利点

高いデータ転送率と完全なデータ冗長性を実現しま す。

欠点

他の RAID レベル（RAID 1 を除く）の 2 倍のドライ ブ数が必要です。

ドライブ数

それぞれ 2 台のドライブを持つ RAID 1 ドライブグループの 2～8 つのスパン

以下の図 12では、ロジカルドライブ 0 はデータを 4 つのドライブグループ（ドライブグループ 0 ～ 3）に分散して作
成しています。

Segment 1

RAID 10

Segment 1

Segment 2

Duplicate
Segment 5

Segment 5

Segment 3

Dupliacte
Segment 6

Duplicate

RAID1

Segment2
Segment 6

Segment 3

Segment 4

Segment 4

Segment 8

Segment 8

Duplicate
Segment 7

Dupliacte

RAID1

Segment 7

Duplicate

Duplicate

RAID1

Duplicate

RAID1

RAID0
図 12: RAID10 ロジカルドライブ

2.2.8. RAID 50
RAID 50 は、RAID 0 と RAID 5 の両方の機能を備えています。RAID 50 は、複数のドライブグループにわたるパリテ
ィとディスクストライピングの両方を備えます。RAID50 は、データを複数の RAID5 ドライブグループに ストライピン
グすることで処理が最適化されます。
RAID 50 はデータを小型のブロックに分割し、データブロックを各 RAID 5ディスクセットにストライプ化します。RAID
5 はデータを小型のブロックに分割し、ブロックで排他的論理和を実行してパリティを計算し、データブ ロックとパ
リティをドライブグループ内の各ドライブに書き込みます。各ブロックのサイズはストライプサイズパラメータで決定
します。これはRAID セットの作成時に設定します。

12GB/s MegaRAID Tri-Mode Software User Guide - 日本語

25

RAID レベル 50 は最大 8 つのスパンをサポートし、8 台のドライブ故障まで 許容できますが、使用できる容量はド
ライブの全容量よりも少なくなります。 複数のドライブの故障に対応できますが、各 RAID 5 レベルドライブグルー
プ 内で許容される故障はドライブ 1 台のみです。
表 10では RAID 50 の概要を示しています。
表 10: RAID50 の概要
用途

高信頼性、高い要求率、多量のデータ転送、中～大 容量を必要とするデータでの使用に適しています。

利点

高データスループット、データ冗長性、優れたパ フォーマンスを実現します。

欠点

RAID 5 の 2 ～ 8 倍のパリティドライブが必要です。

ドライブ数

それぞれ 3 ～ 32 台のドライブを持つ RAID 5 ドライブグループの 2～8 つのスパン

RAID 50

Parity (3,4)

Segment 1

Segment 2

Parity (1,2)

Segment ３

Segment 4

Segment 6

Parity (5,6)

Segment 5

Segment 8

Parity (7,8)

Segment 7

Parity (9,10)

Segment 9

Segment 10

Parity (11,12)

Segment 11

Segment 12

RAID5

RAID5
RAID 0

図 13: RAID50 ロジカルドライブ

2.2.9. RAID 60
RAID 60 は RAID 0 と RAID 6 の両方の機能を備え、複数のドライブグループ上でのパリティとディスクストライピン
グの両方を備えます。RAID 6 はストライプごとに 2 つの独立したパリティブロックをサポートします。RAID 60 ロジカ
ルドライブは、RAID 6 セットのそれぞれで、2 台のドライブが故障しても データを損失することはありません。
RAID60 は、データを複数の RAID6 ド ライブグループにストライピングすることで処理が最適化されます。
RAID 60 はデータを小型のブロックに分割し、データブロックを各 RAID 6ディスクセットにストライプ化します。RAID
6 はデータを小型のブロックに 分割し、ブロックで排他的論理和を実行してパリティを計算し、データブ ロックとパ
リティをドライブグループ内の各ドライブに書き込みます。各ブ ロックのサイズはストライプサイズパラメータで決
定します。これは RAID セットの作成時に設定します。
RAID 60 は最大 8 つのスパンをサポートし、16 台のドライブ故障まで許容できますが、使用できる容量はドライブ
の全容量よりも少なくなります。各 RAID 6 レベルドライブグループで、2 台のドライブの故障を許容できます。
表 11: RAID 60 の概要
各ストライプの 2 つ目のパリティブロックを使用して、高レベルのデータ保護を実現します。RAID
60 は、非常に高レベルの損失保護を必要とするデータに使用します。
仮想ドライブの RAID セットで 1 台または 2 台のドライブが故障した場合、RAID コントローラはパリ
用途

ティブロックを使用して失われた情報をすべて再作成します。RAID 6 ロジカルドライブの RAID 6 セ
ットの 2 台のドライブが故障した場合、各ドライブで 1 台ずつ、2 台のドライブのリビルドが必要に
なります。このリビルドは同時に実行できます。
フォールトトレランスを必要とするオフィスオートメーションおよびオンラインカスタマーサービスに
使用します。読み取り要求率が高く、書き込み要求率が低いアプリケーションに使用します。
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多くの環境で、データ冗長性、高い読み取り要求率、良好なパフォーマンスを実現します。各 RAID
6 セットは、2 台のドライブの損失、または別のドライブのリビルド中の 1 台のドライブの損失に対
応できます。あらゆる RAID レベルの中で、ドライブ故障に対する最高レベルの保護を実現しま

利点

す。読み取りパフォーマンスは RAID 50 と同等ですが、各 RAID 6 セットでデータが少なくとも 1 台
以上多くのディスクに分散されるため、RAID 60 のランダム読み取りは多少高速になります。
大量の書き込みを必要とするタスクにはあまり適していません。RAID 60 ロジカルドライブは、書み
込み処理ごとに 2 セットのパリティデータを生成する必要があるため、書き込み中のパフォーマン
スが大きく低下します。ドライブのリビルド中にドライブのパフォーマンスが低下します。RAID オー

欠点

バーヘッドがプロセスの同時処理によるパフォーマンスの向上によって相殺されないため、プロセ
スが少ない環境には適していません。RAID 6 ではストライプごとに 2 つのパリティブロックを使用
するため、追加の容量が必要となり、高価です。

ドライブ数

それぞれ 3 ～ 32 台のドライブを持つ RAID 6 ドライブグループの 2～8 つのスパン

図 14 は RAID 60 のデータの配置を示しています。2 つ目のパリティドライブ のセットは Q で示しています。P ドラ
イブは RAID 5 パリティ方式に従います。

RAID 60
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Parity (P11,P12)
Parity (P15,P16)
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Parity (P7,P8)

Parity (P1,P2)

Parity (Q1,Q2)
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Parity (Q7,Q8)
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Segment 6
Parity (P9,P10)

Segment 4
Parity (P5,P6)

Parity (Q5,Q6)

Segment 5

Parity (Q9,Q10)

Segment 9

Segment 10

Parity (P13,P14)

Segment 13

Segment 14

Parity (Q13,Q14)

Parity
(Q11,Q12)

Segment 11

Segment 15

Segment 16

Segment 12
Parity (Q15,Q16)

RAID6

Parity (P3,P4)

Parity (Q3,Q4)

RAID6
RAID 0

図 14: RAID 60 ロジカルドライブ

2.3. RAID 構成の方針
RAIDドライブグループ構成の最も重要な要因は、以下のとおりです：
◼ ロジカルドライブの可用性（フォールトトレランス）
◼ ロジカルドライブのパフォーマンス
◼ ロジカルドライブの容量
この3 つの要因すべてを最適化するロジカルドライブを構成することはできませんが、他の要因を犠牲にして1つ
の要因を最適化するロジカルドライブ構成を選択することは容易です。たとえば、RAID1（ミラーリング）は優れたフ
ォールトトレランスを発揮しますが、冗長ドライブが必要です。
以降の項では、RAIDレベルを使用してロジカルドライブの可用性（フォールトトレランス）、ロジカルドライブのパフ
ォーマンス、ロジカルドライブの容量を最大化する方法を説明します。

2.3.1. フォールトトレランスの最大化
フォールトトレランスは、ホットスペアドライブおよびホットスワップを使用して、自動的かつ透過的にリビルドを実
行する機能によって達成されます。ホットスペアドライブはオンラインの未使用ドライブで、アクティブなドライブが
故障するとRAIDコントローラによって即座にシステムに接続されます。ホットスペアがRAIDドライブグループに自動
的に移行した後、故障したドライブはホットスペアドライブ上で自動的にリビルドされます。RAIDドライブグループ
は、リビルドの実行中も要求の処理を続行します。
ホットスワップはディスクサブシステムで故障のあるドライブを手動で交換することであり、サブシステムがホットス
ワップドライブを稼働中に交換できます。RAIDコントローラの自動リビルド設定により、故障したドライブが交換さ
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れ、同じドライブベイのドライブを「ホットスワップ」することで自動的にリビルドされます。RAIDドライブグループはリ
ビルドの実行中も要求の処理を続行し、高レベルのフォールトトレランスを実現し、ダウンタイムをなくします。
表 12: フォールトトレランスの比較
RAID レベル

フォールトトレランス
フォールトトレランスは利用できません。ドライブが故障すると、すべてのデータが損失します。ディスクストライピン
グを使用して、1 台のドライブだけでなく、複数のドライブにデータを書き込みます。このとき、各ドライブストレージ

0

空間を可変のサイズのストライプに分割します。RAID 0 は、高帯域が必要で、フォールトトレランスが不要なアプリ
ケーションに最適です。
完全なデータ冗長性を実現します。片方のドライブが故障した場合、ドライブグループ内のもう片方のドライブの内
容を使用してシステムを実行し、故障したドライブを再構成できます。

1

ディスクミラーリングの第一の利点は、100%のデータ冗長性を実現することです。ドライブの内容はすべて 2 台のド
ライブに書き込まれるため、片方のドライブが故障してもデータは損失しません。両方のドライブには、常に同じデ
ータが格納されます。RAID 1 は、フォールトトレランスが必要で、小容量で済むアプリケーションに最適です。
分散パリティとディスクストライピングとを組み合わせています。
パリティを使用して、ドライブ全体の内容を複製しなくても 1 台のドライブが故障した場合の冗長性を実現します。ド

5

ライブが故障した場合、RAID コントローラはパリティデータを使用して、損失したすべての情報を再構成します。
RAID5 では、この方法はドライブ全体またはドライブグループ内のドライブのすべてにわたるストライプに適用され
ます。分散パリティを使用して、RAID5 は少ないオーバーヘッドでフォールトトレランスを実現します。
分散パリティとディスクストライピングとを組み合わせています。
RAID 6 は 2 台のドライブが故障しても停止せず、データ整合性を維持します。パリティを使用して、ドライブ全体の
内容を複製しなくても 2 台のドライブが故障した場合の冗長性を実現します。ドライブが故障した場合、RAID コント

6

ローラはパリティデータを使用して、損失したすべての情報を再構成します。RAID6 では、この方法はドライブ全体
またはドライブグループ内のドライブのすべてにわたるストライプに適用されます。分散パリティを使用して、RAID6
は少ないオーバーヘッドでフォールトトレランスを実現します。
スパニングされた RAID 1 ドライブグループ上でのストライピングを使用して、完全なデータ冗長性を実現します。

10

RAID 10 は、ミラーリングされたドライブグループによる 100%の冗長性を必要とする環境に適しています。RAID 10
は、ミラーリングされた各ドライブグループでの 1 台のドライブ故障に対応し、データ整合性を維持します。
スパニングされた RAID5 ドライブグループ上での分散パリティを使用して、データ冗長性を実現します。RAID 50 は、
複数のドライブにわたるパリティとディスクストライピングの両方を備えます。ドライブが故障した場合、RAID コントロ

50

ーラはパリティデータを使用して、損失したすべての情報を再作成します。RAID 50 は、各 RAID5 ドライブグループ
で 1 台のドライブ故障に対応し、データ整合性を維持します。
スパニングされた RAID6 ドライブグループ上での分散パリティを使用して、データ冗長性を実現します。RAID60 は、
各 RAID6 ドライブグループで 2 台のドライブ故障に対応し、データ整合性を維持します。あらゆる RAID レベルの中

60

で、ドライブ故障に対する最高レベルの保護を実現します。RAID60 は、複数のドライブにわたるパリティとディスク
ストライピングの両方を備えます。ドライブが故障した場合、RAID コントローラはパリティデータを使用して、損失し
たすべての情報を再作成します。

2.3.2. パフォーマンスの最大化
RAIDディスクサブシステムでは、I/Oパフォーマンスが向上します。RAIDドライブグループは、ホストコンピュータか
ら1台のストレージ装置または複数の仮想装置として認識されます。複数のドライブに同時にアクセスできるため、
I/Oが高速化されます。表 13は、各RAIDレベルのパフォーマンスを示しています。
表 13: パフォーマンスの比較
RAID レベル
0

パフォーマンス
RAID0（ストライピング）は非常に高いパフォーマンスを提供します。RAID0 はデータを小型のブロックに分割し、ブロ
ックをドライブグループ内の各ドライブに書き込みます。ディスクストライピングを使用して、1 台のドライブだけでな
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く、複数のドライブにデータを書き込みます。これにより、各ドライブストレージ空間を、8KB～1024KB のストライプに
分割します。これらのストライプは連続して、繰り返しインターリーブされます。ディスクストライピングは、複数のド
ライブに同時にアクセスするため、パフォーマンスが向上します。
RAID1（ミラーリング）では、システム内の各ドライブを複製する必要があるため、ストライピングよりも多くの時間とリ

1

ソースが必要です。ドライブのリビルド中にパフォーマンスが低下します。
RAID5 は、特に大規模ファイルについて、高データスループットを実現します。この RAID レベルは、各ドライブが独
立して読み書きできるので、トランザクション処理アプリケーションなど、読み取り要求率は高いが書き込み要求率
は低いアプリケーションに使用します。各ドライブにデータとパリティの両方が格納されるため、多数の書き込みを
同時に実行できます。また、堅牢なキャッシュアルゴリズムとハードウェアベースの排他的論理和により、多くの異

5

なる環境で RAID5 は高いパフォーマンスを発揮します。
パリティ生成によって書き込みプロセスの速度が低下するため、RAID5 の書き込みパフォーマンスは RAID0 や
RAID1 よりも大幅に低下します。ドライブのリビルド中にドライブのパフォーマンスが低下します。集中的なアクセス
によっても、ドライブのパフォーマンスは低下します。処理が少ない環境では RAID オーバーヘッドが同時処理によ
るパフォーマンス向上で相殺されないため適していません。
RAID6 は、高信頼性、高い要求率、多量のデータ転送を必要とするデータでの使用に適しています。高データスル
ープット、データ冗長性、優れたパフォーマンスを実現します。ただし、RAID6 は大量の書き込みを必要とするタスク
にはあまり適していません。RAID6 ロジカルドライブは、書み込み処理ごとに 2 セットのパリティデータを生成する必

6

要があるため、書き込み中のパフォーマンスが大きく低下します。ドライブのリビルド中にドライブのパフォーマンス
が低下します。処理が少ない環境では RAID オーバーヘッドが同時処理によるパフォーマンス向上で相殺されない
ため適していません。
RAID10 は、高いデータ転送速度を実現する RAID0（ストライプ化されたドライブグループ）の高 I/O パフォーマンスを
必要とするデータストレージに最適です。

10

スパニングにより、スピンドル数が倍増するため、仮想ドライブの容量が増加し、パフォーマンスが向上します。シ
ステムパフォーマンスは、スパン数が増加すると向上します（スパンの最大数は 8）。
RAID50 は、高信頼性、高い要求率、多量のデータ転送を必要とするデータでの使用に適しています。高データス
ループット、データ冗長性、優れたパフォーマンスを実現します。スパニングにより、スピンドル数が倍増するため、

50

ロジカルドライブの容量が増加し、パフォーマンスが向上します。システムパフォーマンスは、スパン数が増加する
と向上します（スパンの最大数は 8）。
RAID60 は、高信頼性、高い要求率、多量のデータ転送を必要とするデータでの使用に適しています。高データス
ループット、データ冗長性、優れたパフォーマンスを実現します。スパニングにより、スピンドル数が倍増するため、
仮想ドライブの容量が増加し、パフォーマンスが向上します。システムパフォーマンスは、スパン数が増加すると向
上します（スパンの最大数は 8）。

60

RAID60 は大量の書き込みを必要とするタスクにはあまり適していません。RAID60 ロジカルドライブは、書み込み処
理ごとに 2 セットのパリティデータを生成する必要があるため、書き込み中のパフォーマンスが大きく低下します。ド
ライブのリビルド中にドライブのパフォーマンスが低下します。RAID オーバーヘッドがプロセスの同時処理によるパ
フォーマンスの向上によって相殺されないため、プロセスが少ない環境には適していません。

2.3.3. ストレージ容量の最大化
ストレージ容量は、RAIDレベルを選択する際の重要な要因です。考慮すべき要素がいくつかあります。ストライピ
ング単独（RAID0）では、ミラーリングされたデータ（RAID1）または分散パリティ（RAID5またはRAID6）よりも、必要な
ストレージ空間が少なくなります。RAID5はドライブ全体の内容を複製しなくても1台のドライブが故障した場合の冗
長性を実現し、RAID1よりも必要な空間は少なくなります。RAIDレベルによるストレージ容量への影響を、表 14に
示します。
表 14: ストレージ容量の比較
RAID レベル

容量
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RAID0（ストライピング）は、各ドライブストレージ空間を、可変サイズのストライプに分割します。合計ストレージ空間
0

は、各ドライブのストライプで構成されます。RAID0 は所定のドライブセットに対して、ストレージ容量を最大にしま
す。
RAID1（ミラーリング）では、1 台のドライブに書き込まれるデータが別のドライブにも同時に書き込まれるので、必要

1

なデータストレージ容量が 2 倍になります。システム内の各ドライブを複製する必要があるため、高価になります。
RAID5 では、ドライブ全体の内容を複製しなくても、1 台のドライブが故障した場合の冗長性が実現します。RAID5 は
データを小型のブロックに分割し、ブロックで排他的論理和を実行してパリティを計算し、データブロックとパリティを

5

ドライブグループ内の各ドライブに書き込みます。各ブロックのサイズはストライプサイズパラメータで決定します。
これは RAID セットの作成時に設定します。
RAID6 では、ドライブ全体の内容を複製しなくても 2 台のドライブが故障した場合の冗長性が実現します。ただし、

6

ストライプごとに 2 つのパリティブロックを使用するため、追加の容量が必要になります。このため、RAID6 の実装は
高価になります。
RAID10 には、他の RAID レベル（RAID1 を除く）の 2 倍のドライブ数が必要です。
RAID10 は、高度なフォールトトレランスと中規模容量を必要とする中規模データベースまたはその他の環境に適し

10

ています。ディスクスパニングでは、複数のドライブを 1 台の大容量ドライブのようにして使用できます。スパニング
は、既存のリソースを組み合わせたり、比較的安価なリソースを追加したりすることで、ディスクスペースの不足を
解消し、ストレージの管理を簡素化します。
RAID50 には RAID5 の 2～8 倍のパリティドライブが必要です。この RAID レベルは、中～大容量を必要とするデータ

50

で使用する場合に最適です。
RAID60 では、ドライブ全体の内容を複製しなくても、各 RAID セットで 2 台のドライブが故障した場合の冗長性が実

60

現します。ただし、RAID60 仮想ドライブが各書き込み処理に対して 2 セットのパリティデータを生成する必要がある
ため、追加の容量が必要となります。このため、RAID60 の実装は高価になります。

2.4. RAID の可用性
2.4.1. RAID の可用性のコンセプト
ダウンタイムが発生しないデータ可用性は、多様なデータ処理およびストレージシステムにとって欠かせないもの
です。企業は、サーバの障害による財務上のコストや顧客の不満を回避したいと思っています。RAIDは、データ
の可用性を維持し、このデータを提供するサーバのダウンタイムの回避に役立ちます。RAIDにはスペアドライブや
リビルドなどの機能があり、これを使用して、サーバの稼働とデータ可用性を維持しながらドライブの問題を修復
できます。以降の項では、これらの機能について説明します。

2.4.1.1.

スペアドライブ

スペアドライブを使用して、ドライブグループ内の故障したドライブを交換できます。交換用ドライブには、交換する
ドライブ以上の容量が必要です。スペアドライブには、ホットスワップ、ホットスペア、コールドスワップがあります。
ホットスワップはディスクサブシステムで故障のあるドライブを手動で交換することであり、サブシステムが稼働中
（通常の機能の実行中）に交換できます。ホットスワップ機能を実行するには、バックプレーンとエンクロージャが
この機能をサポートしている必要があります。
ホットスペアドライブは、RAIDドライブとともに電源が投入され、スタンバイ状態で運用されるドライブです。RAIDロ
ジカルドライブで使用しているドライブが故障した場合、ホットスペアが自動的にそのドライブの代替となり、故障し
たドライブのデータはホットスペア上でリビルドされます。ホットスペアはRAIDレベル1、5、6、10、50、60で使用で
きます。
NOTE:
ホットスペアへのリビルドが何らかの理由で失敗した場合、ホットスペアドライブは「故障」とマークされます。ソースドライブが
故障した場合、ソースドライブとホットスペアドライブの両方が「故障」とマークされます。

コールドスワップでは、ディスクサブシステム内の故障したドライブを交換する前に、システムの電源を切る必要
があります。
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2.4.1.2.

リビルド

RAID1、5、6、10、50、または60のロジカルドライブとして構成されたドライブグループ内のドライブが故障した場
合、損失したデータはドライブのリビルドによって復元できます。ホットスペアを構成してある場合、RAIDコントロー
ラはホットスペアを使用して故障したドライブを自動的にリビルドしようとします。故障したドライブのリビルドに必
要な容量を持つホットスペアがない場合は、手動によるリビルドが必要です。十分な容量があるドライブをサブシ
ステムに設置してから、故障したドライブをリビルドする必要があります。

2.5. 構成計画
構成を計画する際に考慮する要因は、RAIDコントローラがサポートできるドライブ数、ドライブグループの目的、ス
ペアドライブの可用性です。
ディスクサブシステムに格納されるデータは、種類ごとに読み書きアクティビティの頻度が異なります。データアク
セス要件を把握している場合、ディスクサブシステムの容量、可用性、パフォーマンスを最適化する方法を適切に
指定できます。
ビデオオンデマンドをサポートするサーバでは、通常データの読み取りが頻繁に行われますが、書き込みは頻繁
ではありません。読み取りと書き込みの両方の処理が長時間になります。汎用ファイルサーバに格納されたデー
タの場合は、比較的小さいファイルが比較的短時間で読み書きされます。

2.5.1.1.

ドライブ数

SAS RAIDコントローラの構成計画には、RAIDドライブグループで使用するドライブ数も関係します。ドライブグルー
プ内のドライブ数により、サポートできるRAIDレベルが決定します。各ロジカルドライブに割り当てることができる
RAIDレベルは1つだけです。

2.5.1.2.

ドライブグループの目的

RAIDドライブグループを作成する際に考慮する重要な要因には、可用性、パフォーマンス、容量があります。これ
らの要因に関連する、以下のような質問に回答することで、ドライブグループの主な目的を定義します。各質問の
後にそれぞれの場合に推奨されるRAIDレベルを示しています：
◼ このドライブグループは、汎用ファイルサーバおよびプリントサーバのシステムストレージ容量を増加さ
せるか。 使用レベル：RAID5、6、10、50、60
◼ このドライブグループは 24 時間常時使用できる必要があるソフトウェアシステムをサポートするか。使
用レベル：RAID5、6、10、50、60
◼ このドライブグループに格納される情報は、オンデマンドで使用する必要がある大規模なオーディオフ
ァイルまたはビデオファイルを含んでいるか。使用レベル：RAID0
◼ このドライブグループはイメージングシステムからのデータを含むか。使用レベル：RAID0、10
表 15に記入して、ドライブグループ構成の計画に役立ててください。ドライブグループの要件（ストレージ空間や
データ冗長性など）を重要度の順に並べ、推奨されるRAIDレベルを確認します。
表 15: ドライブグループ構成の計画
要件

優先順位

推奨 RAID レベル

ストレージ空間

RAID0,RAID5

データ冗長性

RAID5,RAID6,RAID10,RAID50,RAID60

ドライブのパフォーマンスとスループット

RAID0,RAID10

ホットスペア(追加ドライブが必要)

RAID1,RAID5,RAID6,RAID10,RAID50,RAID60

3. SafeStore によるドライブの暗号化
この章では、SafeStore 機能によるドライブの暗号化について説明します。SafeStoreサービスとは、自己暗号化ド
ライブ(Self-Encrpyting Drive: SED、Full Disk Encryption:FDEとも表記されます)をサポートするストレージ製品の機
能群を示します。SafeStoreはセキュリティキーの内部管理(local key management： LKM)をサポートします。
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3.1. 概要
SafeStoreは、データ機密保護の為、ドライブ自身が持つセキュリティキーの管理機能を使用し、ドライブ上のデー
タを暗号化する機能を提供します。このソリューションは、ドライブが物理的に盗難された場合においてもデータを
保護します。ストレージシステムやサーバに搭載していた自己暗号化ドライブが抜き取られた場合、ドライブの上
の暗号化されたデータは適切なセキュリティ認証無しで読み取ることは不可能となります。
SafeStore機能では、データの暗号化はドライブに対して行われます。ロジカルドライブ毎に、暗号化するかどうか
を指定することができます。
暗号化ソリューションには必ずセキュリティキーの管理が必要です。セキュリティサービスはセキュリティキーの管
理する方法を提供します。HII Configuration UtilityおよびServerView RAID Managerによって、ドライブのセキュリ
ティ設定を管理することができます。

3.2. 目的と利益
市場におけるセキュリティへの関心および要求が高まる中、MegaRAIDのユーザーはデータを保護するために包
括的なストレージの暗号化ソリューションを求めています。SafeStore機能はあなたのデータを保護する助けになる
でしょう。
さらに、SafeStore local key management (LKM)はセキュリティデータに関する日常業務からシステム管理者を解
放し、結果ヒューマンエラーによるデータ損失のリスクを低減します。
また、SafeStore local key management (LKM)はドライブの安全な即時消去（Instant secure erase）をサポートしま
す。これはドライブを再利用、または廃棄する際、完全にデータを削除することができます。これらはデータの上書
きや磁気消去装置等、一般的な消去手段より更に高い安全レベルを提供します。

3.3. 用語
以下の表にSafeStore機能に関する用語を記載します。
表 16: SafeStore 機能に関する用語
用語

意味
セキュリティキーはユーザーが設定した文字列を使用します。RAID コントローラはセキュ

セキュリティキー

リティキーを使って暗号化されたユーザーデータにアクセスし、ロック、およびアンロック
を行います。もしセキュリティキーが失われた場合、ユーザーデータも完全に失われま
す。設定したセキュリティキーは絶対に無くさないように管理してください。

セキュリティキーのバックア
ップ

RAID コントローラを交換、または暗号化されたロジカルドライブの再構成(migrate)を実
施する場合は、セキュリティキーの入力が必要となります。設定したセキュリティキーは
必ずバックアップしてください。
本モードが有効な場合、RAID 構成情報はユーザーが設定したブートパスワードによりロ

要認証モード

ックされます。システムの起動時、暗号化されたデータへのアクセスし、RAID 構成情報を
アンロックする為にパスワード認証が必要となります。

認証不要モード

本モードが有効な場合、システム起動時に RAID コントローラはブートパスワードの認証
無しに RAID 構成情報をアンロックし、アクセスすることができます。
デバイスのセキュリティを無効化します。これは RAID コントローラによってセキュリティキ
ーを削除することを意味します。SafeStore 機能により暗号化されたドライブのセキュリテ
ィキーが削除されると、ドライブの暗号化は解除され、ドライブに記録されたデータは全

ドライブの再利用

て安全に削除されます。RAID コントローラによって暗号化されたドライブの場合は、ロジ
カルドライブを消去するだけでも暗号化キーが消去され、安全にデータが消去されます。
安全な即時消去（Instant Secure Erase）についての詳細は、安全な即時消去(Instant
Secure Erase)の項を参照してください。
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3.4. ワークフロー
3.4.1. 概要
SafeStore機能を使用する際の手順は下記となります；
1. RAID コントローラの設定より、SafeStore 機能の設定を行います。
2. SED（自己暗号化）に対応したドライブを搭載します。
3. セキュリティ機能を有効に設定し、SED ドライブを使いロジカルドライブを作成します。
4. セキュリティキーはセキュリティ要件に合致するように作成してください。
5. 必要に応じて、ブートパスワードを設定します。
6. システムの起動後には、ロジカルドライブへアクセスする際にパスワード入力は必要ありません。
7. ロジカルドライブを他の RAID コントローラに移設する場合、移設先の RAID コントローラは下記の条件を満
たす必要があります。
◼ SafeStore機能をサポートするRAIDコントローラであること
◼ セキュリティ機能を有効に設定すること
◼ セキュリティキーを入力すること

3.4.2. セキュリティ機能の有効化
RAIDコントローラのセキュリティ機能を有効化することにより、セキュリティキーを使用したセキュアなロジカルドラ
イブを作成することができるようになります。
下記それぞれの項にて、セキュリティキーを使用したセキュアなロジカルドライブの作成に必要な作業について説
明します。
◼ セキュリティキー識別子（security key identifier）の作成
◼ セキュリティキーの作成
◼ （必要な場合）ブートパスワードの作成

3.4.2.1.

セキュリティキー識別子（Security Key Identifier）の設定

セキュリティキーを設定すると、セキュリティキー識別子（Security Key Identifier）が表示されます。セキュリティキ
ー識別子は複数のセキュリティキーを管理している場合、使用すべきセキュリティキーを判断する助けとなりま
す。RAIDコントローラが生成するデフォルトのセキュリティキー識別子を使用するか、オリジナルのセキュリティキ
ー識別子を設定することができます。

3.4.2.2.

セキュリティキーの設定

セキュリティキーは8～32文字の、数字、英小文字、英大文字、記号（< > @ +等）をそれぞれ最低一文字使用する
必要があります。RAIDコントローラの機能によって複雑なセキュリティキーを自動生成することもできます。
ATTENTION:
セキュリティキーの再入力が必要となった場合は、セキュリティキーを入力しない限り、記録されたデータにアクセス
することはできません。

3.4.2.3.

ブートパスワードの設定

必要に応じて、ブートパスワードを設定することができます。ブートパスワード(StorCLIではpassphraseと表記しま
す)を設定した場合、システム起動時のPOSTにてパスワード入力が必要となります。ここで正しいブートパスワード
が入力されなかった場合、ロジカルドライブのデータにアクセスすることはできません。ロジカルドライブがブート
デバイスに設定されていた場合、ブートは不可能となります。ブートパスワードにはセキュリティキーと同じ文字列
を指定することができます。ブートパスワードは8～32文字の、数字、英小文字、英大文字、記号（< > @ +等）をそ
れぞれ最低一文字使用する必要があります。
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図 15 ブートパスワードの入力

3.4.3. セキュリティ設定の変更
RAIDコントローラのセキュリティ設定は変更が可能です。また、セキュリティキー識別子・セキュリティキー・ブート
パスワードを変更することができます。セキュリティ設定済のドライブを他のシステムに移設（import）する際には、
古いセキュリティキーの入力が必要となります。
下記それぞれの項にて、セキュリティ設定を変更する作業について説明します。
◼ セキュリティキー識別子（security key identifier）の変更
◼ セキュリティキーの変更
◼ ブートパスワードの変更
NOTE:

-

操作方法は、ご使用のツールに合わせて、それぞれ以下を参照してください。

ServerView RAID Managerのマニュアル
HII Configuration Utilityを使用する場合は、この文書のセキュリティ設定の変更

3.4.3.1.

セキュリティキー識別子(Security Key Identifier)の変更

セキュリティキー識別子は変更することができます。セキュリティキーを変更する際は、変更前後のセキュリティキ
ーの判別を確実にする為、セキュリティキー識別子も併せて変更することを強く推奨します。
現在のセキュリティキー識別子を維持するか、新規に入力するかを選択できます。セキュリティキー識別子を変更
するには、新しいセキュリティキー識別子を入力します。

3.4.3.2.

セキュリティキーの変更

現在のセキュリティキーを維持するか、新規に設定することができます。セキュリティキーを変更するには、新規
にセキュリティキーを入力するか、RAIDコントローラにより自動生成されたものを使用することができます。

3.4.3.3.

ブートパスワードの追加・変更

ブートパスワードを新規に設定するか、既存のブートパスワードを変更することができます。ブートパスワードを変
更するには、新しいブートパスワードを入力してください。既存のブートパスワードを維持するには、現在のブート
パスワードを入力してください。この場合、サーバの起動時に毎回ブートパスワードを入力する必要があります。
この手順は、新しいセキュリティ設定を有効にするため、RAIDカード上の既存の構成をアップデートします。
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3.4.4. 暗号化されたロジカルドライブの作成
セキュリティ設定を有効に設定すると、ロジカルドライブの作成時にロジカルドライブを暗号化することができま
す。
ドライブグループを暗号化した後は、ロジカルドライブを削除する以外に暗号化を解除することはできません。

3.4.5. 外部構成情報(Foreign Configuration)のインポート
外部構成情報(Foreign Configuration)の検出およびロックされたRAID構成情報のインポートは、セキュリティキー
の設定後に実施することができます。（セキュア設定されていない、またはアンロック済のRAID構成情報は、セキ
ュリティ設定が無効な状態でもインポート可能です。） 外部構成情報とは、他のコンピュータシステムから取り外さ
れたドライブに設定されているRAID構成情報のことです。HII Utility、またはServerView RAID Managerによって、
RAIDコントローラにこのRAID構成情報をインポートすることができます。また、RAID構成情報を初期化し、新規に
RAID構成を作成することもできます。
外部構成情報をインポートするには、まずセキュリティ設定を有効にして、ロックされた外部構成情報をインポート
可能な状態する必要があります。ドライブがロックされており、更にコントローラのセキュリティが無効な場合、外
部構成情報をインポートすることはできません。セキュリティ設定が無効な場合は、ロックされていないドライブの
みインポートすることができます。
セキュリティ設定を有効にした後は、ロックされたドライブをインポートすることができます。ロックされたドライブを
インポートするには、ドライブをセキュア設定する際に使用したセキュリティキーが必要です。異なるセキュリティキ
ーを持つ複数のドライブをインポートする場合は、インポートが必要な構成情報が無くなるまでインポート作業を
繰り返してください。

3.5. 安全な即時消去(Instant Secure Erase)
安全な即時消去(Instant Secure Erase)は、暗号化されたドライブのデータを消去する機能です。安全な即時消去
には、ドライブを暗号化する為の費用以外、追加の費用および時間を必要としません。
暗号化されたドライブを接続するすべてのMegaRAID RAIDコントローラについて、暗号化の鍵を変更することがで
きます。暗号化されたドライブは全て、ロックされているかされていないかに関わらず、セキュリティキーを持って
います。この鍵はドライブに記録されており、常に有効となっています。ドライブのロックが解除されている状態で
は、ドライブからホストへのデータ送信（読み出し処理）およびホストからドライブへのデータ送信（書き込み処理）
は常に可能です。一方、ドライブに電源が供給されていない状態では、ドライブ内のデータは常に暗号化されてい
ます。
ドライブをロックした場合のパスワード管理を手間と考え、ドライブをロックしたくないと考えるかも知れませんが、
パスワードによるドライブロックを行わない場合も、暗号化ドライブを使用するメリットは存在します。
ドライブ上のセキュリティキーが破棄されると、ドライブ上のデータを復号することは不可能になります。これは事
実上、ドライブ上のデータを削除した事になります。米国商務省標準技術局( http://www.nist.gov )は、この形式
のデータ消去を、通常のデータ消去より高く評価しています。（デバイスの物理的破壊は更に高い評価となってい
ます。）
安全な即時消去を使用するメリットを下記に記載します。

3.5.1. ドライブの異なる用途への再利用
ドライブを他のサーバのストレージを拡張する為に移設する場合について、ドライブが使用中で、記録された秘密
情報や顧客情報が流出・暴露されると社会的信用が失われるリスクがあります。安全な即時消去機能によって、
データを効果的に削除することができます。ドライブを他のサーバや施設に移動する際、古いデータが残っている
か心配する必要はありません。

3.5.2. ドライブのリプレース
データの量が増大し、ストレージシステムの容量が不足し、また、ドライブの追加による容量拡張をする余地もな
い場合、より大容量のドライブへの買い換えを考えるかもしれません。現在使用中のドライブが暗号化をサポート
していれば、使用中のドライブのデータをすぐに消去し、買い換えた新しいドライブを使い始めることができるでし
ょう。
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3.5.3. 故障したドライブの保守交換に伴う返却
ドライブがSMARTによる故障予測の警告を発し始めたら、ドライブを交換してください。その場合、ドライブ内に機
微データがあれば確実に消去しなければいけません。時によって、こういったハードエラーを示すドライブでは、通
常のデータ消去アプリケーションが正しく機能しないことがあります。ドライブがある程度のアクセスが可能な状態
であれば、セキュリティキーを破棄することが可能です。
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4. HII Configuration Utility
MegaRAID Human Interface Infrastructure (HII) Configuration Utilityは、オペレーティングシステム起動前の
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)環境で、コントローラ、物理ドライブ、ロジカルドライブの構成を行うも
のです。この章では、SAS RAIDコントローラ上のRAID構成の作成と参照に使用する、HII Configuration Utilityにつ
いて説明します。
HII Configuration Utilityを使用したRAID構成の作成方法は「ディスクアレイ構成の作成例（HII Utility）」を参照して
ください。

4.1. HII Configuration Utility の開始・終了
HII Configuration Utilityを開始するには、システムのブート時に次のステップを行います：
1. システムのブート中に、BIOS セットアップを起動します。
2. 操作したいアレイコントローラを選択し、アレイコントローラの設定メニューを開きます。Dashboard View が
表示されます。
3. HII Configuration Utility を終了するには、BIOS セットアップを終了します。
NOTE:
BIOSセットアップの起動方法、メニュー表示名、操作方法は、システムの仕様に依存します。起動には一般的に<F2>キーが
使用されます。詳細は画面の表示やシステムのドキュメントを参照してください。

4.2. HII Dashboard View
以下のセクションにてDashboard Viewに表示される各要素について記載します。

図 16: Dashboard View

4.2.1. Main Menu
Dashboard ViewよりMain Menuを選択すると、Main Menuダイアログが表示されます。Main Menuは、アレイコント
ローラ、ロジカルドライブ、ドライブグループやハードウェアコンポーネントの設定や管理の機能を提供します。コン
トローラがSafe Modeで動作している時は、Main Menuには警告メッセージが表示されます。
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Main Menuには下記メニューオプションが表示されます。
◼ Configration Management
ロジカルドライブの作成、ドライブグループの設定の確認、ホットスペアドライブ情報の確認や、アレイ
構成の作成等の機能を提供します。詳細はストレージ構成の管理を参照してください。
◼ Controller Management
アレイコントローラの情報の確認および管理、コントローラ設定の初期化、スケジュールタスクの設定
や、パトロールリードの設定等の機能を提供します。詳細はコントローラの管理を参照してください。
◼ Virtual Drive Management
ロジカルドライブの情報の確認、ロケート、各種タスクの実行等の機能を提供します。詳細はロジカル
ドライブの管理を参照してください。
◼ Drive Management
物理ドライブの情報の確認。ロケート、初期化、リビルド等の機能を提供します。詳細は物理ドライブの
管理を参照してください。
◼ Hardware Components
BBU/FBU の情報の確認や管理、エンクロージャの管理等の機能を提供します。詳細はその他ハードウ
ェアコンポーネントの管理を参照してください。

4.2.2. HELP
HELPセクションは、HII Configuration Utilityの特定の内容についてのヘルプを表示します。
◼ Discard Preserved Cache
◼ Foreign Configuration
◼ Configure
◼ Silence Alarm
NOTE: Discard Preserved Cacheについてのヘルプは、フラッシュモジュールにキャッシュデータが残留している場合のみ表示されま
す。Foreign Configrationについてのヘルプは、外部記憶情報が検出されている場合のみ表示されます。

4.2.3. PROPERTIES
PROPERTIESセクションは下記の情報を表示します。

図 17: Dashboard View – PROPERTIES

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Status
アレイコントローラのステータスを表示します。
Current Personality
現在のパーソナリティモードを表示します。
Backplane
アレイコントローラに接続されているバックプレーンの数を表示します。
BBU
接続されているバッテリーバックアップ／フラッシュバックアップユニットの数を表示します。
Enclosure
アレイコントローラに接続されているエンクロージャの数を表示します。
Drives
アレイコントローラに接続されている物理ドライブの数を表示します。
Drive Groups
ドライブグループの数を表示します。
Virtual Drives
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◼

ロジカルドライブの数を表示します。
View Server Profile
システムがサポートする UEFI の版数を表示します。また、下記図のメニューオプションを表示します。

図 18: Dashboard View – PROPERTIES – Server Profile

-

-

-

-

Controller Management
アレイコントローラの情報の確認および管理、コントローラ設定の初期化、スケジュールタスクの
設定や、パトロールリードの設定等の機能を提供します。詳細はコントローラの管理を参照してく
ださい。
Hardware Components
BBU/FBUの情報の確認や管理、エンクロージャの管理等の機能を提供します。詳細はその他ハ
ードウェアコンポーネントの管理を参照してください。
Drive Management
物理ドライブの情報の確認。ロケート、初期化、リビルド等の機能を提供します。詳細は物理ドラ
イブの管理を参照してください。
Virtual Drive Management
ロジカルドライブの情報の確認、ロケート、各種タスクの実行等の機能を提供します。詳細はロジ
カルドライブの管理を参照してください。

4.2.4. ACTIONS
ACTIONSセクションは、アレイコントローラで下記のアクションを行う機能を提供します。

図 19: Dashboard View – ACTIONS

◼

Discard Preserved Cache
Preserved Cache を破棄する際に使用します。
ATTENTION:
外部記憶情報(foreign configuration)が存在する場合、presered cacheを破棄する前にインポートを実施し
てください。実施しない場合、外部記憶情報に記録属するデータが失われます。
NOTE: Discard Preserved Cacheオプションは、フラッシュモジュールにキャッシュデータが残留している場合のみ表示されま
す。

◼

View Foreign Configuration
外部構成情報のプレビュー・インポートおよび消去を実施する際に使用します。詳細は Foreign
Configuration の管理を参照してください。
NOTE: ロジカルドライブがSafeStore機能にて暗号化されている場合は、セキュリティキーの入力が必要です。

◼
◼
◼

Configure
各種設定を行うオプションを表示します。詳細はストレージ構成の管理を参照してください。
Set Factory Defaults
アレイコントローラ設定値を工場出荷設定値にセットします。
Update Firmware
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◼

アレイコントローラのファームウェアをアップデートします。詳細はファームウェアのアップデートを参照
してください。
Silence Alarm
アレイコントローラのアラームを停止します。
NOTE: このオプションはアレイコントローラのアラーム機能が無効な場合は選択できません。

4.2.5. BACKGROUND OPERATIONS
ロジカルドライブおよび物理ドライブに対して実行中のバックグラウンドタスクを表示します。実行中のバックグラ
ウンドタスクが無い場合は、Noneと表示されます。
ロジカルドライブおよび物理ドライブにバックグラウンドタスクが実行中の場合は、実行されているタスクの数が表
示されます。各メニューを選択することにより、Virtual Drive ManagementまたはDrive Managementダイアログを
表示し、進捗の表示、中止または停止を指示することができます。

図 20: Dashboard View – BACKGROUND OPERATIONDS

4.2.6. MegaRAID ADVANCED SOFTWARE OPTIONS
アレイコントローラが使用可能な追加機能を表示します。Manage MegaRAID Advanced Software Optionsオプショ
ンより、ライセンスの管理を行うことができます。詳細はソフトウェアライセンスの管理を参照してください。

図 21: Dashboard View – MegaRAID ADVANCED SOFTWARE OPTIONS

4.3. Critical Boot Error Message
消失したロジカルドライブに対してpreserved cacheが残っている場合、HII Configuration UtilityはCritical Boot
Error Messageというタイトルの表示を行います。物理ドライブの故障や取り外しによりロジカルドライブが正常に動
作していない場合などに表示される場合があります。操作を継続するには、対処を行う必要があります。
このメッセージが表示された場合は、以下の対処を行ってください。
1. すべてのドライブやケーブルが正しく接続されていることを確認します。
2. ドライブに LED がある場合、故障を示していないことを確認します。
3. 接続や LED 表示に問題がない場合、構成情報に問題がある可能性があります。これを解決するため、
<C>キーまたは<Y>キーを押して構成情報を修復します。同じメッセージが表示されなくなるまで、操作を繰
り返してください。また、最後に<ESC>キーを押して画面を閉じてください。
4. これらの操作でも問題が解決しない場合、購入元にご相談ください。

4.4. ストレージ構成の管理
メインメニューでConfiguration Managementを選択すると、以下のようなConfiguraiton Management画面が表示
されます。
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図 22: Configuration Management

次の章で操作を説明します。
NOTE:
ロジカルドライブが設定されていない場合、最初の2点のみ表示されます。また、状況によってはManage Foreign
Configurationがメニューに表示されることもあります。

4.4.1. ロジカルドライブのプロファイル作成
ロジカルドライブを、あらかじめ決められたプロファイルを使用して作成するには、次のステップで行います。
1. メインメニューから、Configuration Management を選択します。
2. Configuration Management メニューから、Create Profile Based Virtual Drive を選択します。
3. Create Virtual Drive メニューから、Generic RAID 0 など使用するプロファイルを選択します。
4. 詳細な設定を Drive Selection Criteria フィールドに設定します。(選択肢がない場合は表示されません)
5. Save Configuration を選択し、構成を作成します。
6. リストの中から RAID レベルなどの設定を選択します。
7. 選択可能な項目が Create Configuration ダイアログ内に表示されます。
8. 以下の項目が選択可能です。システムにより選択できる項目が異なります。
表 17: Virtual Drive Creation Profile Options
オプション
Drive Selection
Criteria
Virtual Drive
Name
RAID Level
Virtual Drive Size
Power Save
Mode
Strip Size
Read Policy
Write Policy
I/O Policy
Access Policy
Disk Cache Policy
Default
Initialization
Save
Configuration
Create Dedicated
Hot Spare

説明
使用するドライブの条件を指定します。
ロジカルドライブの名前を指定します。
RAID レベルを指定します。
ロジカルドライブの容量を指定します。デフォルトでは、最大容量が指定されています。
ドライブの節電機能を、None, Auto, Max, Max without Cache, Controller Defined の中から指定します。
本製品の設定値は Controller Defied (コントローラの設定に従う) 固定です。
ストライプサイズを、8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB, 1 MB の中から指定します。
リードキャッシュのポリシーを、Default (コントローラの設定に従う)、Read Ahead、No Read Ahead の中から指
定します。
ライトポリシーを、Default (コントローラの設定に従う)、Write Through、Write Back with BBU、Force Write Back
の中から指定します。
I/O ポリシーを、Default (コントローラの設定に従う)、Direct IO、Cached IO の中から指定します。
アクセスポリシーを、Read/Write、Read Only の中から指定します。
物理ドライブの書き込みキャッシュを、Unchanged (ドライブの設定に従う)、Enable、Disable の中から指定しま
す。
ロジカルドライブの初期化の設定を、No、Fast、Full の中から指定します。
このウィザードにより設定される構成を保存します。
Dedicated Hot Spare(専用ホットスペア)の作成有無を指定します。
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4.4.2. ロジカルドライブの手動作成
Configuration ManagementメニューからCreate Virtual Driveを選択すると、次の例にある画面が表示されます。

図 23: Create Configuration ウィンドウ

ロジカルドライブを作成するには、次のステップで行います。
1. Select RAID Level を選択し、<Enter>キーを押し、表示されたメニューの中から RAID レベルを指定します。
NOTE: RAID1Eを作成する場合、RAID1を選択し、物理ドライブを4台以上設定します。その際、HII Configuration Utility上は
RAID1として表示されます。
NOTE: RAID00は本製品では未サポートです。

図 24: Select RAID Level

2.

SafeStore Disk Encryption 機能が使用可能なアレイコントローラおよび物理ドライブを使用し、セキュリティ
機能を設定済の場合は、「Secure Virtural Drive」フィールドに[Enabled]に設定することで、ロジカルドライ
ブの暗号化を行うことができます。
3. Select Drives From を選択し、<Enter>キーを押し、表示されたメニューの中から Unconfigured Capacity ま
たは Free Capacity を指定します。
◼ Unconfigured Capacity: これを指定した場合、新しいロジカルドライブは、未構成のドライブを使用して
作成されます。
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◼

Free Capacity: これを指定した場合、新しいロジカルドライブは、構成済みドライブの未使用の領域を使
用して作成されます。

図 25: Select Drives From

4.

下記の手順にて、使用する物理ドライブを選択します。作成する RAID レベルにより、手順が異なります。
◼ RAID 0/1/1E/5/6 の場合
i.
Select Drives を選択し、物理ドライブの選択画面を表示します。

図 26: Select Drives

ii.

使用する物理ドライブを選択し、[Space]キーを押して【Enabled】にします。個別に選択する代わり
に、Check All (すべて指定)または Uncheck All (指定を解除)をすることもできます。

図 27: Select Drives ウィンドウ
NOTE:
さい。

指定する物理ドライブ数が、作成するRAIDレベルに過不足がないようにしてください。必要なドライブ数は表 18を参照してくだ

表 18:必要な物理ドライブ数(RAID0/1/1E/5/6)
RAID レベル
RAID0
RAID1

必要な物理ドライブ数
1 台以上
2台

12GB/s MegaRAID Tri-Mode Software User Guide - 日本語

43

RAID1E
RAID5
RAID6

4～32 の偶数台
3 台以上
3 台以上

NOTE:
Select Media Typeから、表示するドライブの種類を絞り込むことができます。HDDまたはSSDを選択できます。ひとつのロジカ
ルドライブにHDDとSSDを混在させることはできません。
NOTE:
Select Interface Typeから、ドライブのインターフェースの種類を絞り込むことができます。SAS、SATA、Both (両方)から指定で
きます。ひとつのロジカルドライブにSASとSATAを混在させることはできません。

iii.

Apply Changes を選択し[Enter]キーを押します。確認メッセージが表示されるので[Enter]キーを
押します。

図 28: 確認画面
NOTE:
異なる容量の物理ドライブが混在している場合、空き領域は使用できない旨の警告メッセージが表示されます。そのまま進
める場合は、Yesを選択し<Enter>キーを押してください。

◼

RAID 10/50/60 の場合
i.
Span 1 の「Select Drives」を選択し、物理ドライブの選択画面を表示します。

図 29: Create Virtual Drive (with Span)

ii.

Span 1 で使用する物理ドライブを選択し、[Space]キーを押し【Enabled】へ変更します。
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図 30: Select Drives
NOTE:
さい。

指定する物理ドライブ数が、作成するRAIDレベルに過不足がないようにしてください。必要なドライブ数は表 19を参照してくだ

表 19: 必要な物理ドライブ数(RAID10/50/60)
RAID レベル
RAID10
RAID50
RAID60

iii.

1 Span に必要な物理ドライブ数
(PD per Span)
2台
3 台以上
3 台以上

必要な物理ドライブ数
2 台 x スパン数
3 台以上 x スパン数
3 台以上 x スパン数

Span 1 の物理ドライブを選択したのち、「Apply Changes」を選択し[Enter]キーを押します。下記メ
ッセージが表示されるので[Enter]キーを押します。

図 31: Confirm
NOTE:
異なる容量の物理ドライブが混在している場合、空き領域は使用できない旨の警告メッセージが表示されます。そのまま進
める場合は、Yesを選択し<Enter>キーを押してください。

iv.

Add More Spans を選択し、[Enter]キーを押します。
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図 32: Add More Spans

v.

Span 2 が作成されて、Span 2 の「Select Drives」が選択できるようになります。Span 2 の「Select
Drives」を選択して、[Enter]キーを押します。

図 33: Select Drives1

vi.

Span 2 で使用する物理ドライブを選択し、[Space]キーを押し【Enabled】へ変更します。

図 34: Select Drives2

vii.

Span 2 の物理ドライブを選択したのち、「Apply Changes」を選択し[Enter]キーを押します。下記メ
ッセージが表示されるので[Enter]キーを押します。
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図 35: Select Drives3

viii.
5.

3 つ以上の Span を作成する場合は、追加する Span に対して iv～vii の手順にて実施します。

同一ドライブグループ内に複数のロジカルドライブを作成する場合は、Virtual Drive Size、Virtual Drive Size
Unit を選択し、ロジカルドライブの容量を設定します。
NOTE: 容量を指定しない場合は、設定可能な最大容量を使用します。
NOTE: Spanを使用するRAIDレベル(10/50/60)では、同一ドライブグループ内に複数のロジカルドライブを作成することはで
きません。

6.

その他必要に応じて、「CONFIGURE VIRTUAL DRIVE PARAMETER」よりロジカルドライブの詳細設定を行いま
す。各パラメータの意味は表 20 を参照してください。

図 36: Configure Virtual Drive Parameters

7.
8.

Save Configuration を選択し<Enter>キーを押します。
確認メッセージを表示されます。OK を選択し<Enter>キーを押します。

ロジカルドライブのポリシー設定の説明については、以下を参照してください。
表 20: Virtual Drive のポリシー
オプション

説明

Strip Size
Read Policy
Write Policy
I/O Policy
Access Policy

ストライプサイズを、8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB, 1 MB の中から指定します。
リードキャッシュのポリシーを、Ahead (Read Ahead)、Normal (No Read Ahead)の中から指定します。
ライトポリシーを、Write-through (WThru)、Write-back (WBack)、Force Write Back の中から指定します。
I/O ポリシーを、Direct、Cached の中から指定します。
アクセスポリシーを、Read/Write、Read Only、Blocked の中から指定します。
物理ドライブの書き込みキャッシュを、Unchanged (ドライブの設定に従う)、Enable、Disable の中から指
定します。

Drive Cache
Disable Background
Initialization (BGI)
Default Initialization
Emulation Type

ロジカルドライブの BGI の設定を、Enabled、Disabled の中から指定します。
ロジカルドライブの初期化の設定を、No、Fast、Slow の中から指定します。
512e ドライブのエミュレーションタイプを、Defaut、 Disable、 Force の中から指定します。
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4.4.3. ドライブグループプロパティの表示
Configuration ManagementメニューからView Drive Group Propertiesを選択すると、次の例にある画面が表示され
ます。

図 37: View Drive Group Properties ウィンドウ

ドライブグループは、物理ドライブで構成されたロジカルドライブの管理単位です。ドライブグループ内のロジカル
ドライブは、同一のRAIDレベルのみ指定できます。この画面では、ひとつのドライブグループの情報を表示しま
す。
Capacity Allocation項には、ドライブグループ内に構成されているロジカルドライブの容量などの情報が表示され
ます。空き領域を確認するには、Capacity Allocationを選択し<Enter>キーを押します。
Assigned Dedicated Hot Spare Drive項には、このドライブグループに割り当てられている専用ホットスペアの情報
が表示されます。一つのドライブグループには一つ以上の専用ホットスペアを割り当てることができます。

4.4.4. グローバルホットスペアの表示
Configuration ManagementメニューからView Global Hot Sparesを選択すると、次の例にある画面が表示されま
す。

図 38: View Global Hot Spare Drives

4.4.5. 構成のクリア
Configuration ManagementメニューからClear Configurationを選択すると、警告メッセージが表示されます。
メッセージに表示されている通り、この操作ではすべてのロジカルドライブやホットスペアの設定が消去されます。
CAUTION: ロジカルドライブ上のデータを残したい場合は、あらかじめバックアップされていることを確認してください。

操作を継続するには、次のステップで行います。
1. Confirm を選択し<Space>キーを押します。[X]とチェックが入ります。
2. Yes を選択し<Enter>キーを押します。完了メッセージが表示されます。
3. OK を選択し<Enter>キーを押します。

4.4.6. Foreign Configuration の管理
Configuration ManagementメニューからManage Foreign Configurationを選択すると、次の例にある画面が表示
されます。
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図 39: Manage Foreign Configuration

Foreign Configuration(外部構成情報)は、他のアレイコントローラ上で作成されたロジカルドライブを構成する物
理ドライブが、現在のコントローラに取り付けられた際に認識されるものです。
このセクションでは外部構成情報の参照・インポート・消去について説明します。

4.4.6.1.

Foreign Configuration の参照とインポート

Foreign Configurationをインポートまたは消去する前に、内容を参照することができます。Foreign Configurationの
インポートとは、他のシステムのコントローラから移設した直後の、利用可能でない(Inactive)物理ドライブを利用
可能にすること(Activate)を示します。インポートすると、ロジカルドライブの構成がそのコントローラに取り込まれ
ます。
Foreign Configurationが次のいずれかの状態の場合、インポートは行えません。
◼ ロジカルドライブの状態が INACTIVE でない
◼ ロジカルドライブの状態が FAILED または MISSING
◼ 現在のコントローラに対して、構成の互換性がない
◼ 最大数のロジカルドライブやホットスペアが構成されている
◼ 現在のコントローラで使用中のボリュームにサポート可能な最大数の物理ドライブが接続されている
（グローバルホットスペアを含む）
SafeStore機能を使用可能なアレイコントローラの場合は、Foreign Configurationをインポートする前に、セキュリテ
ィ設定の有効化と無効化を行い、ロックされたForeign Configurationをインポート可能な状態にします。ただし、セ
キュリティ設定が無効な場合でも、ドライブが暗号化されていなかった場合はそのままインポートが可能です。
次のステップで操作します：
1. Preview Foreign Configuration を選択します。次のダイアログが表示され、Foreign Configuration に含まれ
る物理ドライブの情報が表示されます。
搭載されているドライブが多い場合は、画面をスクロールして構成を確認します。
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図 40: Preview Configuration ウィンドウ
NOTE: SafeStore機能によって暗号化されたドライブをインポートする際、アレイコントローラのセキュリティ設定に記録されているセキ
ュリティキーと、インポートするロジカルドライブを暗号化する際に設定したセキュリティキーが異なる場合は、暗号化する際に設定した
セキュリティキーの入力が必要となります。正しいセキュリティキーを入力すると、Import Foreign Configration およびClear Foreign
Configuration機能が選択可能になります。

図 41: Unlock Secured Drive

2.

Import Foreign Configuration を選択し<Enter>キーを押します。構成がインポートされる旨の警告メッセー
ジが表示されます。
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図 42: Import Foreign Configuration (Confirm)

3.
4.

Confirm を選択し<Space>キーを押します。
Yes を選択し<Enter>キーを押します。Foreign Configuration がインポートされます。

図 43: Import Foreign Configuration (success)

4.4.6.2.

Foreign Configuration の消去

Foreign Configurationをクリアするには、次のステップで操作します：
1. Manage Foreign Configuration メニューから Clear Foreign Configuration を選択し<Enter>キーを押します。
警告メッセージが表示されます。
2. Confirm を選択し<Space>キーを押します。
3. Yes を選択し<Enter>キーを押します。Foreign Configuration がクリアされます。
NOTE:

Preview Configuration画面から消去の操作を行うこともできます。

NOTE:
SafeStore機能によって暗号化されているForeign ConfigurationはClear Foreign Configurationでは消去できません。この場
合、安全な即時消去(Instant Secure Erase)によって、構成情報および記録されたデータを消去することができます。

4.5. コントローラの管理
メインメニューからController Managementを選択すると、次の画面が表示されます。
次のメニューがあります：
◼ ファームウェアのアップデート(Firmware Update)
◼ Preserved Cache のクリア(Discard Preserved Cache)
◼ アラームの停止(Silence Alarm)
◼ 基本情報の表示
◼ 追加情報の表示 (Advanced Controller Management)
◼ 拡張プロパティの管理(Advanced Controller Properties)
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図 44: Controller Management

Basic Propertiesでは以下の情報が表示されます。
表 21: Basic Properties
プロパティ

説明

Product Name

コントローラの製品名

Serial Number

コントローラのシリアル番号
ロジカルドライブ、物理ドライブ、バッテリバックアップ等を総合したコントローラの状態

Controller Status

Optimal: 正常に動作しています。
Needs Attention: いずれかのコンポーネントが正常に動作していない可能性があります。
Safe Mode: いずれかのコンポーネントの異常により、動作が制限されています。

Select Boot Device

ブートに使用するデバイス

PCI ID

コントローラの PCI ID

PCI Slot Number

コントローラが搭載されている PCI スロット番号

Package Version

ファームウェアパッケージの版数

Firmware Version

基本部ファームウェアの版数

NVDATA Version

NVDATA の版数

Connector Count

ポートまたはコネクタの数

Drive Count

接続されている物理ドライブ数

Virtual Drive Count

ロジカルドライブ数

4.5.1. 追加情報の表示
メニューからAdvanced Contorller Managementを選択すると、次の画面が表示されます。
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図 45: Advanced Controller Management

この画面では、次の操作を行うことができます：
表 22: Advanced Controller Management
プロパティ

説明

Clear Controller Events
Save Controller Events
Save TTY Log
Enable Drive Security
Disable Drive Security
Change Security Key
Manage SAS Storage
Link Speed
Manage MegaRAID
Advanced Software
Options
Schedule Consistency
Check
Set Factory Defaults

コントローラ内のイベントログを消去します
コントローラ内のイベントログをファイルに保存します
コントローラ内のデバッグログをファイルに保存します
SafeStore 機能によるドライブ暗号化設定を有効化します
SafeStore 機能によるドライブ暗号化設定を無効化します
SafeStore 機能によるドライブ暗号化設定を変更します
SAS 接続ドライブのリンク速度を管理するメニューを開きます
Advanced Software Options を管理するメニューを開きます
MDC のスケジュールを管理するメニューを開きます
コントローラの設定を工場出荷時に戻します

4.5.2. 拡張プロパティの管理
メニューからAdvanced Contorller Propertiesを選択すると、次の画面が表示されます。
次のメニューがあります：
◼ キャッシュメモリの管理 (Cache and Memory)
◼ パトロールリードの管理 (Patrol Read)
◼ 節電機能の管理 (Power Save Settings)
◼ ホットスペアの管理 (Spare)
◼ タスクレートの管理 (Task Rates)
◼ 拡張設定の管理 (CONTROLLER PROPERTIES)
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図 46: Advanced Controller Properties

拡張設定の管理 (CONTROLLER PROPERTIES)について、表示のみの項目と、設定可能な項目があります。
設定可能な項目は、それぞれを変更後、Apply Changesを選択し<Enter>キーを押してください。
この画面では、次の操作を行うことができます：
表 23: Advanced Controller Properties
プロパティ

説明

Auto Import Foreign
Configuration

Foreign Configuration の自動インポートを Enable、Disable で表示または指定します。
起動時に異常があった場合の動作を指定します。

Boot Mode

Stop on error、Pause on error、Ignore errors、Safe mode で表示または指定します。
コントローラ上の BIOS を Enable、Disable で表示または指定します。

Controller BIOS

ブート用コントローラの BIOS は、Enable である必要があります。

Controller Temperature

コントローラの温度を表示します。

RoC Temperature

RAID チップの温度を表示します。

Shield State Supported

Shield State 機能の状態を表示します。

Drive Security

ドライブ暗号化機能の状態を表示します。

T10-PI

T10-PI 保護機能の状態を表示します。

Maintain

Drive

Fail

History
SMART Polling
Stop Consistency Check
on Error

ドライブ故障履歴の管理を Enable、Disable で表示または指定します。
ドライブの SMART 状態取得の間隔を指定します。<+>または<->キーで値を変更できます。
MDC 実行中のエラー検出した場合に、MDC を停止するかを表示または指定します。

JBOD Mode

本機能は未サポートです。設定変更および使用しないでください。

Write Verify

本機能は未サポートです。設定変更および使用しないでください。

Large IO Support

Large I/O support 機能を Enable、Disable で指定します。本設定の変更は、システム再起
動後に有効となります。
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4.5.3. ソフトウェアライセンスの管理
Manage MegaRAID Advanced Software Options ダイアログで、有効化されているライセンスの表示や、関連する
操作を行うことができます。
ライセンスの操作は、次のステップで行います。
1. Advanced Controller Management メニューで、Manage MegaRAID Advanced Software Options を選択し
<Enter>キーを押します。Manage MegaRAID Advanced Software Options メニューが開き、現在有効化され
ているライセンスが表示されます。

図 47: Manage MegaRAID Advanced Software Options

2.
3.

Activation Key を選択し<Enter>キーを押します。Activation Key の入力フィールドが表示されますのでキー
を入力します。
Activate を選択し<Enter>キーを押します。キーが有効化されます。

4.5.4. コントローラログの保存または消去
4.5.4.1.

ログを保存する：

Advanced Controller ManagementメニューからSave Controller Eventsを選択すると、次のウィンドウが表示されま
す。
NOTE: ログが空の場合、その旨のエラーメッセージが表示されます。

図 48: Save Controller Events

ファイルにログを保存するには、次のステップで行ってください：
NOTE: ファイルを保存するためには、UEFIから認識可能な、FATフォーマット等のファイルシステムが必要です。

1.
2.
3.
4.

Select File System を選択し<Enter>キーを押した後、ファイルを保存するファイルシステムを指定します。
Select Directory を選択し<Enter>キーを押した後、ファイルを保存するディレクトリを指定します。
Enter Filename を選択し<Enter>キーを押した後、ファイル名を入力します。
Save Events を選択し<Enter>キーを押します。ファイルが保存されます。

4.5.4.2.
1.

ログを消去する：

Advanced Controller Management メニューから Clear Controller Events を選択すると、確認メッセージが表
示されます。OK を選択し<Enter>キーを押します。
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4.5.5. コントローラのデバッグログの保存または消去
Advanced Controller ManagementメニューからSave TTY Logを選択すると、次のウィンドウが表示されます。

図 49: Save TTY Log

ファイルにログを保存するには、次のステップで行ってください：
NOTE: ファイルを保存するためには、UEFIから認識可能な、FATフォーマット等のファイルシステムが必要です。

1.
2.
3.
4.
5.

Select File System を選択し<Enter>キーを押した後、ファイルを保存するファイルシステムを指定します。
Select Directory を選択し<Enter>キーを押した後、ファイルを保存するディレクトリを指定します。
Enter Filename を選択し<Enter>キーを押した後、ファイル名を入力します。
Entries to Save を選択し<Enter>キーを押した後、保存対象のログサイズを 2KB, 4KB, 8KB, 16KB, All から
選択します。
Save Log を選択し<Enter>キーを押します。ファイルが保存されます。

4.5.6. セキュリティ設定の有効化と無効化
Advanced Controller Managementメニューから、Enable Drive Securityを選択すると、下記のウィンドウが表示され
ます。
NOTE: RAIDコントローラがSafeStore機能をサポートしている場合のみ使用可能です。ドライブの暗号化は、自己暗号化(SelfEncrypting Drive, SED)に対応したドライブを接続したときのみ使用可能です。

図 50: Enable Drive Security (Choose Drive Security Mode)

セキュリティ設定を有効にすると、システムのデータを不正なアクセスから保護することができます。Local Key
Management (LKM)は、ドライブのセキュリティ管理方式の一つです。LKMはコントローラ内にセキュリティキーを
記録し、外部機器を使用しない実装です。少数台のコンピュータシステムによってセキュリティを構成する場合に
適しています。
下記の手順にて、LKMによるセキュリティ設定を有効にすることができます。
1. Local Key Management (LKM) フィールドを[Enabled]に設定します。
2. OK を選択し<Enter>キーを押します。
下記のダイアログが表示されます。
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図 51: Enable Drive Security

3.

Security Key Identifier フィールドにて、セキュリティキー識別子を設定します。アレイコントローラが自動生
成した識別子をそのまま使用するか、新規に入力してください。
Security Key フィールドにて、セキュリティキーを設定します。Suggest Security Key を選択すると、アレイコ
ントローラによってセキュリティキーが自動生成されます。
Confirm フィールドに、確認の為、再度セキュリティキーを入力します。

4.
5.

ATTENTION:
セキュリティキーを忘れてしまった場合、記録したデータへのアクセスは失われます。セキュリティキーに
関する情報は必ず記録し、手順によって指示された際に入力できるようにしてください。
NOTE: セキュリティキーは8～32文字の、数字、英小文字、英大文字、記号（< > @ +等）をそれぞれ最低一文字使用する必
要があります。空白文字は使用できません。
NOTE: US(英語)キーボード以外を使用する場合、２バイト文字(double-byte character set, DBCS)をSecurity Keyフィールド
に入力することはできません。ASCII文字のみ使用可能です。
NOTE: US(英語)キーボード以外を使用して記号を入力する場合、キーボードレイアウトに設定された記号と異なる文字が
入力されることがあります。

6.
7.

ブートパスワードを設定したい場合は、Password フィールドにて設定します。
Confirm フィールドに、確認のため、再度ブートパスワードを入力します。ブートパスワードは 8～12 文字
で設定してください。英大文字・英小文字を区別します。
NOTE: ブートパスワードを使用しない場合は、Pause for Password at Boot Time項を[Disabled]に設定してください。
NOTE: Enforce Strong Password Securityを[Enabled]に設定した場合、数字、英小文字、英大文字、記号（< > @ +等）をそ
れぞれ最低一文字使用するより強固なパスワードの設定ルールを有効にすることができます。

8.
9.
10.
11.

I Recorded the Security Settings 項を[Enabled]に設定します。
Enable Drive Security を選択し<Enter>キーを押します。
確認画面で Confirm 項を[Enabled]に設定します。
Yes を選択し<Enter>キーを押します。

下記の手順にて、LKMによるセキュリティ設定を無効化することができます。
セキュリティ設定を無効化すると、既存のデータはセキュアでなくなり、新規に暗号化されたロジカルドライブを作
成することができなくなります。セキュリティ設定の無効化は外部構成情報を持つドライブに対しては機能しませ
ん。そのため、過去に暗号化した後取り外したドライブのデータにアクセスする為、ドライブを再度接続し外部構成
情報をインポートする際もセキュリティキーを入力する必要があります。
アレイコントローラに暗号化されたロジカルドライブが接続されている場合、セキュリティ設定を無効化することは
できません。この場合は、まず暗号化されたロジカルドライブを全て削除する必要があります。
下記の手順にてセキュリティ設定を無効化してください。
1.

Advanced Controller Management メニューより Disable Drive Security を選択します。
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下記ダイアログが表示されます。

図 52: Disable Drive Security

2.
3.

確認画面で Confirm 項を[Enabled]に設定します。
Yes を選択し<Enter>キーを押します。
ATTENTION:
セキュリティ設定を無効化すると、新規に暗号化されたロジカルドライブを作成することができなくなりま
す。また、未使用状態のドライブ内に記録されていたデータは全て消去されます。セキュリティ設定の無効化は、外部構成
情報を持つドライブには機能しません。

4.5.7. セキュリティ設定の変更
Advanced Controller ManagementメニューからChange Security Keyを選択すると、Change Security Keyダイアログ
が表示されます。
下記の手順にて、セキュリティキー識別子、セキュリティキーおよびブートパスワードの設定を変更することができ
ます。
1. OK を選択し、<Enter>キーを押します。
下記のダイアログが表示されます。
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図 53: Change Security Key

2.

セキュリティキー識別子は設定済のものが自動入力されています。セキュリティキー識別子を変更する場
合は、Use the Existing Security Key Identifier 項を[Disabled]に設定し、Enter a New Security Key Identifer
フィールドに入力します。
NOTE: セキュリティキーを変更する際は、管理を確実にするため、セキュリティキー識別子も同時に変更することを推奨し
ます。

3.
4.

Enter Existing Security Key フィールドに、現在のセキュリティキーを入力します。
Enter a New Security Key フィールドにて、新しいセキュリティキーを設定します。Suggest Security Key を選
択して<Enter>キーを押すと、アレイコントローラによってセキュリティキーが自動生成されます。
Confirm フィールドに、確認の為、再度セキュリティキーを入力します。

5.

NOTE: セキュリティキーを変更せず、その他のセキュリティ設定のみ変更する場合は、Use the Existing Security Key項を
[Enabled]に設定し、Enter Existing Security Keyフィールドに現在のセキュリティキーを入力します。
ATTENTION:
セキュリティキーを忘れてしまった場合、記録したデータへのアクセスは失われます。セキュリティキーに
関する情報は必ず記録し、手順によって指示された際に入力できるようにしてください。
NOTE: セキュリティキーは8～32文字の、数字、英小文字、英大文字、記号（< > @ +等）をそれぞれ最低一文字使用する
必要があります。空白文字は使用できません。
NOTE: US(英語)キーボード以外を使用する場合、2バイト文字(double-byte character set, DBCS)をSecurity Keyフィールドに
入力することはできません。ASCII文字のみ使用可能です。
NOTE: US(英語)キーボード以外を使用して記号を入力する場合、キーボードレイアウトに設定された記号と異なる文字が
入力されることがあります。

6.
7.

ブートパスワードを設定したい場合は、Password フィールドにて設定します。
ブートパスワードは 8～12 文字で設定してください。英大文字・英小文字を区別します。
NOTE: ブートパスワードを使用しない場合は、Pause For Password項を[Disabled]に設定してください。
NOTE: Enforce Strong Password Security項を[Enabled]に設定することにより、数字、英小文字、英大文字、記号（< > @ +
等）をそれぞれ最低一文字使用する、より強固なパスワードの設定ルールを有効にすることができます。

8.
9.
10.
11.

I Recorded the Security Settings 項を[Enabled]に設定します。
Change Security Key を選択し<Enter>キーを押します。
確認画面で Confirm 項を[Enabled]に設定します。
Yes を選択し<Enter>キーを押します。
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4.5.8. SAS ドライブのリンク速度の管理
Manage SAS Storage Link Speedメニューでは、コントローラとエキスパンダ、コントローラとSAS接続の物理ドライブ
間のリンク速度を変更することができます。Advanced Controller ManagementメニューからManage SAS Storage
Link Speedを選択すると、次のウィンドウが表示されます。デフォルトでは、すべてのPhyに対してAuto (自動検出)
となっています。

図 54: Manage SAS Storage Link Speed

設定を変更するには、次のステップで行ってください：
1. 変更したい Phy を選択し<Enter>キーを押します。
2. 変更後の値を選択し<Enter>キーを押します。
3. OK を選択し<Enter>キーを押します。

4.5.9. PCIe ストレージインターフェースの管理
Manage PCIe storage interfaceメニューより、アレイコントローラとエキスパンダ間、またはアレイコントローラとアレ
イコントローラに直接接続されているドライブとアレイコントローラ間のレーン速度とリンク幅を管理および変更でき
ます。PCIe storage interfaceを管理するには、 Advanced Controller ManagementダイアログよりManage PCIe
Storage Interfaceに移動します。デフォルトでは、アレイコントローラのレーン速度は8GT/sまたは最後に保存した
値です。
1つまたは複数のphyのレーン速度を変更するには、次の手順に従います。
1. phy 番号の右側のフィールドにカーソルを合わせ、Enter キーを押します。
2. ポップアップしたメニューより、リンクスピードを 2.5 GT/s, 5 GT/s, 8 GT/s から選択します。
3. phy のリストをスクロールし、Apply Changes を選択し、Enter キーを押します。
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図 55: Manage PCIe storage interface

4.5.10. Profile の管理
Profileの管理では、各パーソナリティモードで複数のハードウェア構成をサポートできます。Profileは、アレイコン
トローラをカスタマイズして、その構成で最高のパフォーマンスを実現するために使用されます。たとえば、PCIeデ
バイスをサポートしていないProfileは、32個のPCIeデバイスをサポートしているProfileよりも高いキューの深さをサ
ポートできます。
HIIまたはStorCLIを使用してProfile管理を選択すると、ファームウェアによって、現在のパーソナリティに対して選
択できるProfileのリストが提供されます。
Advanced Controller Properties からProfile Managementを選択すると、次のダイアログボックスが表示されます。

図 56: Profile Management

Profile Managementダイアログに表示される項目の詳細は下記となります:
プロパティ

説明

Personality Mode
Number of Profiles

コントローラの現在のパーソナリティモードを表示します。
選択可能な Profile の数を表示します。
現在のパーソナリティモードにて選択可能な profile を表示します。リストより使用したい
profile を選択することができます。以下の profile が選択可能です:
⚫
PD64
⚫
PCIe4
⚫
PD240

Choose Profile
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⚫

PD64-PCIe4

NOTE:
Profile ID
Requested Profile ID
Compatible
Max PD Count
Max VD Count
Max PCIe Count
Write Back Supported

アレイコントローラの種類によって表示される選択肢は異なります

選択した Profile の識別子を表示します。
Profile の変更を選択した場合に、変更先の Profile を表示します。
選択した Profile の要件に接続されているドライブのトポロジーが適合しているか否かを表
示します。
選択した Profile がサポートしている最大物理ドライブ数を表示します。
選択した Profile がサポートしている最大ロジカルドライブ数を表示します。
選択した Profile がサポートしている最大 PCIe ドライブ数を表示します。
選択した Profile が Write Back モードをサポートしているか否かを表示します。

下記の手順にて、Profileを変更します。
1. Profile Management ダイアログにて、Choose Profile を選択し、<Enter>キーを押します。
2. ドロップダウンリストより、変更したい Profile を選択し、<Enter>キーを押します。
3. Set Profile を選択し、<Enter>キーを押します。
4. OK を選択し、<Enter>キーを押します。
5. Profile の変更はシステムの再起動後に適用されます。

4.5.11. キャッシュやメモリの管理
Advanced Controller PropertiesメニューからCache and Memoryを選択すると、次のウィンドウが表示されます。

図 57: Cache And Memory

設定を変更するには、次のステップで行ってください：
1. 変更したい項目を選択し<Enter>キーを押します。
2. 変更後の値を選択し<Enter>キーを押します。
3. Apply Changes を選択し<Enter>キーを押します。

4.5.12. Patrol Read の管理
Advanced Controller PropertiesメニューからPatrol Readを選択すると、次のウィンドウが表示されます。現在の設
定の表示、開始や停止、また設定を変更することができます。

12GB/s MegaRAID Tri-Mode Software User Guide - 日本語

62

図 58: Patrol Read

設定を変更するには、次のステップで行ってください：
1. 変更したい項目を選択し<Enter>キーを押します。
◼ Mode: Auto (定期的に自動実行)、Manual (手動実行)、Disabled (無効)から指定します。
◼ Rate: ホストからの I/O に対する Patrol Read の割合を指定します。
◼ Settings for Unconfigured Space: 物理ドライブ上の未使用領域に対する実行有無を指定します。
2. 変更後の値を選択し<Enter>キーを押します。
3. Apply Changes を選択し<Enter>キーを押します。
開始や停止をするには、Start、Suspend、Resume、Stopのいずれかを選択し<Enter>キーを押します。
これらのボタンは、現在動作しているかどうか、またMode設定によって、操作できない場合があります。

4.5.13. 節電機能の管理
Advanced Controller PropertiesメニューからPower Save Settingsを選択すると、次のウィンドウが表示されます。現
在の設定の表示、開始や停止、また設定を変更することができます。

図 59: Power Save Settings

このダイアログでは、未使用やホットスペアのドライブを節電状態へ移行させるかどうか、またスピンダウンさせる
かどうかを設定できます。
設定を変更するには、次のステップで行ってください：
1. 変更したい項目を選択し<Enter>キーを押します。
◼ Spin Down Unconfigured Good: 未使用(Unconfigured Good)のドライブに対して節電機能の有無を指
定します。
◼ Spin Down Hot Spare Drives: ホットスペアのドライブに対して節電機能の有無を指定します。
◼ Power Save Mode: None、Auto、Max、Max without Cache の中からモードを指定します。
◼ Drive Standby Time: 節電開始するまでの待ち時間を指定します。
◼ Spinup Drive Count: 節電を解除する際、一度に起動するドライブの数を指定します。
◼ Spinup Delay: 節電を解除する際、ドライブごとの間隔を指定します。
2. 変更後の値を選択し<Enter>キーを押します。
3. Apply Changes を選択し<Enter>キーを押します。
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4.5.14. ホットスペアの管理
Advanced Controller PropertiesメニューからSpareを選択すると、次のウィンドウが表示されます。現在の設定の表
示、また設定を変更することができます。

図 60:Spare

設定を変更するには、次のステップで行ってください：
1. 変更したい項目を選択し<Enter>キーを押します。
◼ Persistent Hot Spare: システムのバックプレーンやディスクキャビネットのドライブスロットにホットスペア
専用のスロットを割り当てる機能の有効・無効を指定します。本設定が有効の場合、ホットスペアドライ
ブを取り外し、同じスロットに新規に物理ドライブを取り付けると、物理ドライブは自動的にホットスペア
ドライブに再設定されます。
◼ Replace Drive: 物理ドライブの入れ替え機能(コピーバック)の有効・無効を指定します。
◼ Replace Drive on SMART Error: SMART(故障予測)エラーが検出された際、自動的に物理ドライブの入
れ替え(コピーバック)を開始する機能の有効・無効を指定します。
2. 変更後の値を選択し<Enter>キーを押します。
3. Apply Changes を選択し<Enter>キーを押します。

4.5.15. タスクレートの管理
Advanced Controller PropertiesメニューからTask Ratesを選択すると、次のウィンドウが表示されます。現在の設定
の表示、また設定を変更することができます。

図 61: Task Rates

設定を変更するには、次のステップで行ってください：
1. 変更したい項目を選択し<Enter>キーを押します。
◼ Background Initialization <BGI> Rate: BGI のレートを指定します。
◼ Consistency Check Rate: MDC のレートを指定します。
◼ Patrol Read Rate: Patrol Read のレートを指定します。
◼ Rebuild Rate: Rebuild のレートを指定します。
◼ Reconstruction Rate: 容量拡張のレートを指定します。
2. 変更後の値を選択し<Enter>キーを押します。
3. Apply Changes を選択し<Enter>キーを押します。

4.5.16. ファームウェアのアップデート
Dashboard ViewからUpdate Firmwareを選択すると、次のウィンドウが表示されます。
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図 62: Controller Firmware Update

ファームウェアをアップデートするには、次のステップで行ってください：
NOTE:

1.
2.
3.
4.

ファイルを保存するためには、UEFIから認識可能な、FATフォーマット等のファイルシステムが必要です。

Select File System を選択し<Enter>キーを押した後、イメージファイルが保存されているファイルシステム
を指定します。
Select Directory を選択し<Enter>キーを押した後、イメージファイルが保存されているディレクトリを指定し
ます。
Select image を選択し<Enter>キーを押した後、イメージファイルを選択します。
Update を選択し<Enter>キーを押します。次の警告メッセージが表示されます。

図 63: Firmware Update Warning

5.
6.
7.

Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。。
Yes を選択し<Enter>キーを押します。アップデートが開始され、完了するとポップアップが表示されます。
OK を選択し<Enter>キーを押します。
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4.6. ロジカルドライブの管理
メインメニューでVirtual Drive Managementを選択すると、以下のようなVirtual Drive Management画面が表示さ
れます。

図 64: Virtual Drive Management

ここでは、現在コントローラ上に構成されているロジカルドライブを一覧表示します。
ロジカルドライブに対して操作したい場合、そのロジカルドライブを選択し<Enter>キーを押してください。次のダイ
アログが表示されます。

図 65: Virtual Drive Management (2)

以下の項目が表示されます。
表 24: Basic Virtual Drive Properties
プロパティ

説明

Name

ロジカルドライブに設定されている名前

Raid Level

RAID レベル

Status

現在の状態

Size

容量、GB または MB 単位
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4.6.1. ロジカルドライブの操作
Virtual DriveウィンドウでOperationを選択すると、次の例のようにメニューが開きます。操作したい内容を選択して
ください。

図 66: Virtual Drive Operations

4.6.1.1.

ロジカルドライブに含まれる物理ドライブのロケート

ロジカルドライブに含まれる物理ドライブのLEDを点灯・点滅させ、位置を確認することができます。
次のステップで操作します：
1. Start Locate を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。
3. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。
4. 点灯・点滅しているドライブの LED を確認し、位置を特定します。
5. ロケートを停止するには、Stop Locate を選択し<Enter>キーを押します。
6. Go を選択し<Enter>キーを押します。
7. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。
8. メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。

4.6.1.2.

ロジカルドライブの削除

ロジカルドライブを削除することができます。
CAUTION:

ロジカルドライブ上のデータを残したい場合は、あらかじめバックアップされていることを確認してください。

次のステップで操作します：
1. Delete Virtual Drive を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
3. Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。
4. Yes を選択し<Enter>キーを押します。
5. メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。
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4.6.1.3.

ロジカルドライブの拡張

ドライブグループ内の未使用の部分を使用して、ロジカルドライブの容量を拡張することができます。
NOTE： ロジカルドライブの拡張は、単一ドライブグループ内に設定したロジカルドライブが一つの構成にのみ実行可能で
す。
NOTE: ロジカルドライブの拡張は、複数のドライブグループを使用するロジカルドライブ（RAID1+0等のSpanしたロジカルド
ライブ）には行えません。

次のステップで操作します：
1. Expand Virtual Drive を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。次のダイアログが表示されます。
3. ロジカルドライブに使用させたい容量を、パーセンテージで指定します。例えば、100GB のロジカルドライ
ブの容量を 30GB 分拡張したい場合は、30%を指定します。

図 67: Expand Virtual Drive

4.
5.
6.

OK を選択し<Enter>キーを押します。
完了表示にて OK を選択し<Enter>キーを押します。
メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。

4.6.1.4.

ロジカルドライブの再構成

ロジカルドライブのRAIDレベル変更(RAID Level Migration)、物理ドライブの追加(Add Drives)など、再構成するこ
とができます。ただし、この操作の可否は、現在または変更後のRAIDレベルや物理ドライブ数などの条件があり
ます。
NOTE： ロジカルドライブ再構成は、一度に一つのロジカルドライブにのみ実行してください。
NOTE： ロジカルドライブの再構成は、単一ドライブグループ内に設定したロジカルドライブが一つの構成にのみ実行可能で
す。
NOTE: ロジカルドライブの再構成は、複数のドライブグループを使用するロジカルドライブ（RAID1+0等のSpanしたロジカル
ドライブ）には行えません。

次のステップで操作します：
1. Reconfigure Virtual Drive を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。次のダイアログが表示されます。
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図 68: Reconfigure Virtual Drives: choose RAID Level

3.
4.

RAID レベルを変更するには、New RAID Level を選択し<Enter>キーを押し、選択された中から新しい RAID
レベルを指定します。
RAID レベルの選択後、Choose the Operation を選択し<Enter>キーを押します。次のダイアログが表示さ
れます。

図 69: Reconfigre Virtual Drives: choose drives

5.

変更前後の RAID レベルの組合せによって、物理ドライブの追加・除去、（または追加も除去もしない）を選
択することができます。Choose the operation you want to perform を選択し<Enter>キーを押します。
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図 70: Choose the operation you want to perform
NOTE: 変更前後のRAIDレベルの組合せによっては、Add DrivesまたはRemove Drivesがあらかじめ選択済となり、変更でき
ません。

図 71: Choose the operation you want to perform (Add Drives only)

6.
7.
8.

必要に応じて、Select Media Type から使用するドライブの種類を指定します。HDD または SSD を選択でき
ます。ひとつのロジカルドライブに HDD と SSD を混在させることはできません。
必要に応じて、Select Interface Type からドライブのインターフェースの種類を指定します。SAS、SATA、Both
(両方)から指定できます。ひとつのロジカルドライブに SAS と SATA を混在させることはできません。
必要に応じて、追加(Add)または除去(Remove)したい物理ドライブを選択して<Space>キーを押し、対象の
ドライブを指定します。なお、個別に選択する代わりに、Check All (すべて指定)または Uncheck All (指定
を解除)をすることもできます。
物理ドライブの追加および除去を行わず、RAID レベルの変更のみ行いたい場合は指定の必要はありま
せん。
NOTE: 指定する物理ドライブ数が、作成するRAIDレベルに過不足がある場合は、下記のエラーメッセージとなります。OKを
選択し<Enter>キーを押し、再度物理ドライブを選択してください。
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図 72: drives does not meet the requirement

9.

指定が完了したら、Apply Changes を選択し<Enter>キーを押してください。
NOTE: 物理ドライブの容量が複数ある場合、空き領域は使用できない旨の警告メッセージが表示されます。そのまま進め
る場合は、Yesを選択し<Enter>キーを押してください。前の画面に戻ります。

10.
11.
12.
13.
14.

Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。
Yes を選択し<Enter>キーを押します。
ドライブ選択の完了表示にて OK を選択し<Enter>キーを押します。
Start Operation 選択し<Enter>キーを押します。
再構成開始操作の完了表示にて OK を選択し<Enter>キーを押します。

図 73: The operation has been started successfully.

15. メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。

4.6.1.5.

ロジカルドライブの初期化

ロジカルドライブを初期化することができます。
CAUTION:

ロジカルドライブ上のデータを残したい場合は、あらかじめバックアップされていることを確認してください。

次のステップで操作します：
1. Fast Initialization または Slow Initialization を選択し<Enter>キーを押します。
◼ Fast Initialization では、ロジカルドライブの先頭 8MB 分のデータを上書きし、ブートローダーやパーテ
ィションの情報を消去します。
◼ Slow Initialization では、ロジカルドライブのすべての領域を消去します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
3. Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。
4. Yes を選択し<Enter>キーを押します。初期化が開始されます。

4.6.1.6.

ロジカルドライブのデータ消去

ロジカルドライブ上のデータを消去することができます。
CAUTION:

ロジカルドライブ上のデータを残したい場合は、あらかじめバックアップされていることを確認してください。

次のステップで操作します：
1. Virtual Drive Erase を選択し<Enter>キーを押します。
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

Erase Mode を選択し<Enter>キーを押します。
ポップアップからモードを選択し<Enter>を押します。
◼ Simple では、固定パターンのデータで上書きします。
◼ その他のモードでは、ランダムなど特別なデータパターンで上書きします。
必要に応じて、Delete After Erase を選択し<Space>キーを押します。
Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。
Yes を選択し<Enter>キーを押します。消去が開始されます。

4.6.1.7.

ロジカルドライブの暗号化

SafeStore機能が使用可能な構成にて、ロジカルドライブを作成する際にドライブの暗号化が無効化されていた場
合、あとから有効に設定を変更することができます。
次のステップで操作してください：
1. Secure Virtual Drive を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
3. Confirm を選択し<Space>キーを押します。
4. Yes を選択し<Enter>キーを押します。設定が変更されます。
NOTE: 暗号化を実施すると、ロジカルドライブを削除する以外に、無効化することはできません。

4.6.1.8.

MDC の開始

ロジカルドライブに対して、MDCを開始することができます。
次のステップで操作します：
1. Check Consistency を選択し<Enter>キーを押します。
NOTE: このボタンは、冗長性のないロジカルドライブに対しては表示されません。

2.
3.
4.
5.
6.

Go を選択し<Enter>キーを押します。
OK を選択し<Enter>キーを押します。
Progress Indicator に現在の進捗が表示されます。表示を更新するには、一度画面を閉じてから再度開い
てください。
MDC を停止するには、Stop または Suspend を選択し<Enter>キーを押します。
MDC を再開するには、Resume を選択し<Enter>キーを押します。

4.6.2. 関連づけられている物理ドライブの表示
Virtual Drive ウィンドウから View Associated Drives を選択すると、そのロジカルドライブに関連づけられている物
理ドライブの一覧を表示することができます。
また追加で、物理ドライブの詳細も表示することができます。この場合は次のステップで操作します：
1. 参照したい物理ドライブを選択し<Space>キーを押します。
2. View Drive Properties を選択し<Enter>キーを押します。選択した物理ドライブの詳細が表示されます。

4.6.3. ロジカルドライブのプロパティやオプションの表示と操作
Virtual Drive ウィンドウから Advanced を選択すると、プロパティやオプションの表示や操作を行うことができます。
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図 74: Advanced Virtual Drive Properties

次のプロパティが表示されます。
表 25: Virtual Drive Properties
プロパティ

説明

Logical Sector Size

論理セクタサイズを表示します。4 KB または 512 B のいずれかとなります。

Segment Size

セグメントサイズ(= Strip Size)を表示します。

Starting Logical Block
Addressing (LBA)

ロジカルドライブの開始セクタを表示します。
512e ドライブのエミュレーションタイプを表示します。
-

Emulation Type

Default: 512e ドライブを検出した場合、セクタ毎のバイト数は 512e(4k)として扱われま
す。512e ドライブが検出されなかった場合は、セクタ毎のバイト数は 512n となります。

-

Disable: 512e ドライブの検出有無に関わらず、セクタ毎のバイト数は 512n となります。

-

Force: 512e ドライブが検出有無に関わらず、セクタ毎のバイト数は 512e となります。

ドライブグループが SafeStore によるセキュリティ機能が有効化されているかどうかを表示

Secured

します。

Protected

T10-PI 保護機能が有効化されているかどうかを表示します。

Bad Blocks

復旧不可能な不良ブロックの有無を表示します。

SSD Caching

SSD Caching の有効無効を表示します。

次のポリシーについては、一部は設定変更できます。変更したい項目で<Enter>キーを押し、設定変更した後、
Apply Changes を選択し<Enter>キーを押してください。
表 26: Virtual Drive Policies
ポリシー

説明

Access

アクセスポリシーを、Read/Write、Read Only、Blocked の中から指定します。

Current
Policy

Write

Cache

現在のライトポリシーを表示します。
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Default

Write

Cache

Policy
Disable

ライトポリシーを、Write-through (WThru)、Write-back (WBack)、Force Write Back の中から
指定します。

Background

Initialization (BGI)
Read Cache Policy
Drive Cache
Input/Output (I/O)

ロジカルドライブの BGI の設定を、Enabled、Disabled の中から指定します。
リードキャッシュのポリシーを、Ahead、Normal の中から指定します。
物理ドライブの書き込みキャッシュを、 Unchanged (ドライブの設定に従う)、Enable、
Disable の中から指定します。
I/O ポリシーを、Direct、Cached の中から指定します。

4.7. 物理ドライブの管理
メインメニューでDrive Managementを選択すると、以下のようなDrive Management画面が表示されます。
物理ドライブの一覧が表示されます。管理したい物理ドライブを選択し<Enter>キーを押します。

図 75: Drive Management

次のプロパティが表示されます。
表 27: Basic Physical Drive Properties
プロパティ
Drive ID

説明
ID です。フォーマットは次のとおりです：
Port [X] – [Connector]:[Port wired order]:[Slot]

Status

状態です。Online、Ready、Available、Failed 等が表示されます。

Size

GB 単位での容量です。

Type

ドライブの種類です。一般的に Disk と表示されます。

Model

モデル名です。

Hardware Vendor

ベンダ名です。

Associated Virtual Drive

関連づけられているロジカルドライブの情報です。ここを選択して<Enter>キーを押すと、ロ
ジカルドライブの追加情報を表示することができます。

4.7.1. 物理ドライブの操作
DriveウィンドウでOperationを選択すると、次の例のようにメニューが開きます。操作したい内容を選択してくださ
い。
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図 76: Drive Operation

4.7.1.1.

物理ドライブのロケート

物理ドライブのLEDを点灯・点滅させ、位置を確認することができます。
次のステップで操作します：
1. Start Locate を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。
3. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。
4. 点灯・点滅しているドライブの LED を確認し、位置を特定します。
5. ロケートを停止するには、Stop Locate を選択し<Enter>キーを押します。
6. Go を選択し<Enter>キーを押します。
7. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。
8. メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。

4.7.1.2.

物理ドライブの Unconfigured Good または Unconfigured Bad への状態変更

物理ドライブの状態を強制的に変更することができます。
次のステップで操作します：
1. Make Unconfigured Good または Make Unconfigured Bad を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
3. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。状態が変更されます。
4. メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。

4.7.1.3.

物理ドライブの入れ替え(Replace Drive)

ロジカルドライブの中で、物理ドライブが故障の予兆を示す場合があり、この場合に物理ドライブの構成を別の個
体へ入れ替えることができます。
事前に未使用の追加の物理ドライブを搭載してください。その後、次のステップで操作します：
1. Replace Drive を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。次のようなダイアログが表示されます。
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図 77: Replace Drive

3.
4.
5.
6.

Select Replacement Drive を選択し<Enter>キーを押し、表示されている物理ドライブの中から新しく使用す
るものを指定します。
Replace Drive を選択し<Enter>キーを押します。新しいドライブに対してデータのコピーが開始されます。ド
ライブの状態は Replacing (= Copyback)へ変更されます。
前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。
メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。

4.7.1.4.

物理ドライブをオフラインにする

この操作で、物理ドライブの状態を強制的にオフラインに変更することができます。冗長性のあるロジカルドライブ
で、かつホットスペアも設定されている場合、自動的にホットスペアに対してリビルドが開始されます。
次のステップで操作します：
1. Place Drive Offline を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
3. Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。。
4. Yes を選択し<Enter>キーを押します。オフラインに設定されます。
5. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。
6. メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。

4.7.1.5.

物理ドライブをオンラインにする

この操作で、物理ドライブの状態を強制的にオンラインに変更することができます。
CAUTION: この操作では、ロジカルドライブのデータはリビルドされないため、冗長性は保証されません。

次のステップで操作します：
1. Place Drive Online を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
3. Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。。
4. Yes を選択し<Enter>キーを押します。オンラインに設定されます。
5. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。
6. メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。
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4.7.1.6.

物理ドライブをグローバルホットスペアに設定する

この操作で、未使用の物理ドライブをグローバルホットスペアに設定することができます。
次のステップで操作します：
1. Assign Hot Spare Drive を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
3. Assign Global Hot Spare Drive を選択し<Enter>キーを押します。グローバルホットスペアに設定されます。
4. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。
5. メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。

4.7.1.7.

物理ドライブを専用ホットスペアに設定する

この操作で、未使用の物理ドライブを専用ホットスペアに設定することができます。
次のステップで操作します：
1. Assign Dedicated Spare Drive を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。次のダイアログが表示されます。

図 78: Associate Virtual Drives to the Dedicated Hotspare Drive

3.
4.
5.
6.

専用ホットスペアを割り当てたいドライブグループを選択し、[Enabled]に設定します。なお、個別に選択す
る代わりに、Check All (すべて指定)または Uncheck All (指定を解除)をすることもできます。
OK を選択し<Enter>キーを押します。専用ホットスペアに設定されます。
前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。
メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。

NOTE: 設定済みの専用ホットスペアが割り当てられているドライブグループを確認する場合は、Drive Management より対
象の専用ホットスペアドライブを選択し、[View Assocciated Drive Groups]を実行してください。

図 79: Drive Management - Dedicated Hotspare
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図 80: Dedicated Hotspare – View Associate Drive Groups

4.7.1.8.

ホットスペアの解除

この操作で、ホットスペアの設定を解除することができます。
次のステップで操作します：
1. Unassign Hot Spare Drive を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
3. Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。
4. Yes を選択し<Enter>キーを押します。ホットスペアが解除されます。
5. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。
6. メニューを閉じるには、<ESC>キーを押します。

4.7.1.9.

物理ドライブのイニシャライズおよびデータ消去

物理ドライブ上のデータをイニシャライズ、または消去することができます。イニシャライズにより、物理ドライブ上
のデータがゼロで上書きされます。消去の場合は、特定パターンで上書きされます。
CAUTION:

物理ドライブ上のデータを残したい場合は、あらかじめバックアップされていることを確認してください。

NOTE:イニシャライズおよびデータ消去は、Unconfigured Good状態の物理ドライブに対して実施できます。

次のステップで操作します：
1. Initialize Drive または Erase Drive を選択し<Enter>キーを押します。
2. Erase Drive を選択した場合、Erase Mode を選択し<Enter>キーを押します。
3. ポップアップからモードを選択し<Enter>を押します。
Simpleでは、固定パターンのデータで上書きします。その他のモードでは、ランダムなど特別な
データパターンで上書きします。
4. Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
5. Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。
6. Yes を選択し<Enter>キーを押します。消去が開始されます。
7. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。

図 81: Initialize Progress Indicator

4.7.1.10. 安全な即時消去(Instant Secure Erase)
SafeStore機能が使用可能なコントローラおよび、自己暗号化（Self-Encrypting Drive: SED）に対応した物理ドライブ
を使用する場合、安全な即時消去機能によって物理ドライブ上のデータを消去することができます。この操作によ
り、物理ドライブ上の暗号化キーが破棄され、ドライブ上のデータにアクセスすることができなくなります。
NOTE: 安全な即時消去は、Unconfigured Good状態の物理ドライブに対して実施できます。

次のステップで操作します。
1. Instant Secure Erase を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。警告メッセージが表示されます。
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3.
4.
5.

Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。
Yes を選択し<Enter>キーを押します。消去は即時完了します。
前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。

図 82: Instant Secure Erase

4.7.1.11. 物理ドライブの手動リビルド
未使用の物理ドライブを使用して、手動でリビルドを開始することができます。冗長性があるロジカルドライブで、
かつホットスペアが設定されている場合は、手動で行う必要はありません。また、Auto RebuildがEnabledになって
いる場合も、手動で行う必要はありません。
特定の条件で手動で行う必要がある場合は、次のステップで操作します：
1. Rebuild を選択し<Enter>キーを押します。
2. Go を選択し<Enter>キーを押します。確認メッセージが表示されます。
3. Confirm を選択し<Space>キーを押し、Enabled を選択します。
4. Yes を選択し<Enter>キーを押します。リビルドが開始されます。
5. 前の画面に戻るには、OK を選択し<Enter>キーを押します。

4.7.1. 物理ドライブのプロパティの表示
Drive Management ウィンドウから Advanced を選択すると、プロパティを表示することができます。

図 83: Advanced Drive Properties

次のプロパティが表示されます。
表 28: Advanced Drive Properties
プロパティ

説明
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Logical Sector Size

論理セクタサイズを表示します。4 KB または 512 B のいずれかとなります。

Physical Sector Size

物理セクタサイズを表示します。4 KB または 512 B のいずれかとなります。

SMART Status

SMART エラーが発生しているかどうかを表示します。

Revision

ファームウェア版数を表示します。

Media Errors

検出されたメディアエラーの数を表示します。

Predicted Fail Count

ドライブから SMART エラーが通知された数を表示します。

SAS Address

Word Wide Name を表示します。

Drive Power State

ドライブの通電状況を表示します。

Cache Setting

ドライブのキャッシュ設定を表示します。

Available Size

使用可能な容量を表示します。

Used Space

使用済みの容量を表示します。

Disk Protocol

SAS または SATA のプロトコル名を表示します。

Negotiated

Drive

Transfer Speed

確立されているリンク速度を表示します。

Number of Connections

ポート数を表示します。一般に SAS ドライブは 2 つのポートを持ちます。

FDE Capable

ドライブの自己暗号化に対応しているかどうかを表示します。

Secured

ドライブが SafeStore によるセキュリティ機能が有効化されているかどうかを表示します。

Protection Capable

T10-PI 保護機能に対応しているかどうかを表示します。

Temperature (C)

コントローラの温度を表示します。

4.8. その他ハードウェアコンポーネントの管理
メインメニューでHardware Componentsを選択すると、以下のようなHardware Components画面が表示されます。

図 84: Hardware Components Menu

次のプロパティが表示されます。
表 29: Basic Hardware Status
プロパティ

説明

Battery Status

現在のバッテリのステータスを表示します。

Temperature Sensors

エンクロージャの温度センサーの状態を表示します。

Fans

エンクロージャの冷却ファンの状態を表示します。

Power Supplies

エンクロージャの電源ユニットの状態を表示します。

4.8.1. バッテリの管理
Hardware ComponentsメニューからBattery Management を選択すると、次のような画面が表示されます。
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図 85: Battery Management

次のプロパティが表示されます。
表 30: Basic Battery Management Properties
プロパティ

説明

Type

バッテリの種類を表示します。

Status

バッテリの状態を表示します。

Temperature

状態と温度を表示します。状態は Normal または High で表示されます。

Capacitance

容量がパーセンテージで表示されます。

さらに詳細を表示するには、Advanced を選択し<Enter>キーを押してください。

図 86: Advanced Battery Management

次のプロパティが表示されます。
表 31: Advanced Battery Management Properties
プロパティ
Start

Manual

説明
Learn

Cycle
Set Automatic Learn
Cycle Properties

手動で Learn Cycle を実行する場合、ここを選択し<Enter>キーを押してください。
自動 Learn のプロパティを設定する場合、ここを選択し<Enter>キーを押してください。

Manufacturer

バッテリの製造メーカーを表示します。

Serial Number

バッテリのシリアル番号を表示します。

Date of Manufacture

バッテリの製造日を表示します。

Module Version

モジュールのファームウェア版数を表示します。

Status

バッテリの状態を表示します。

Voltage

mV 単位で電圧値を表示します。また、併せて状態も表示します。

Current

mA 単位で電流値を表示します。

Design Capacity

論理的な容量を表示します。

Full Capacity

満充電時の容量を表示します。

Remaining Capacity

残容量を表示します。

Auto-learn Mode

自動 Learn のモードを表示します。また、間隔も表示します。

Next Learn Cycle Time

次の自動 Learn の予定を表示します。
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4.8.1.1.

自動 Learn Cycle のプロパティを変更する

Advanced Battery ManagementメニューでSet Automatic Learn Cycle Properties を選択すると、設定を変更するこ
とができます。
Generate an event… : 開始時間のログ通知が必要な場合、この項目を選択し<Space>キーを押し、チ
ェックを入れてください。
◼ Learn Cycle: 自動 Learn を Enable / Disable 変更するには、この項目を選択し<Enter>キーを押し、ポッ
プアップから指定してください。
◼ Day, Time, No. of Days, No. of Hours, Next Learn Cycle Time: 次回の実行日時を指定してください。
これらの設定を変更する場合、変更後に Apply または OK を選択し<Enter>キーを押してください。
◼

4.8.2. エンクロージャの管理
Advanced Hardware Component メニューからEnclosure Management を選択すると、エンクロージャの状態が表
示されます。

図 87: View Enclosure Status

◼
◼

エンクロージャのファームウェア版数や FRU 番号が表示されます。
接続されている物理ドライブを表示するには、Attached Drives を選択し<Enter>キーを押します。

12GB/s MegaRAID Tri-Mode Software User Guide - 日本語

82

5. StorCLI
5.1. 概要
Storage Command Line Tool (StorCLI)は、MegaRAIDプロダクトラインのために設計されたコマンドライン管理ソフト
ウェアです。StorCLIは、簡単な操作方法で、さらにスクリプト化することもできます。このドキュメントで、StorCLIのイ
ンストール方法や使用方法、さらに機能を説明しています。

5.2. インストール手順
5.2.1. Microsoft Windows オペレーティングシステムへのインストール
Windows用StorCLIは、バイナリフォーマットで提供されており、特別なインストール手順は必要ありません。
バイナリを入手してコピーします。
入手したバイナリをお好みのディレクトリにコピーします。
NOTE: StorCLIを実行するには、administrator権限が必要です。

5.2.2. Linux オペレーティングシステムへのインストール
Linux用StorCLIをLinuxオペレーティングシステムへインストールするには、次のステップで操作します：
圧縮やアーカイブされている場合、StorCLI パッケージを解凍します。
StorCLI をインストールするには、次のコマンドを実行します：
rpm -ivh <StorCLI-x.xx-x.noarch.rpm>
StorCLI をアップデートするには、次のコマンドを実行します：
rpm -Uvh <StorCLI-x.xx-x.noarch.rpm>
以下のパスに、storcli または storcli64 (64bit OS 用)がインストールされます。
/opt/MegaRAID/storcli/

5.2.3. VMware オペレーティングシステムへのインストール
VMware用StorCLIをVMwareオペレーティングシステムへインストールするには、次のコマンドを実行します：
esxcli software vib install –v=<path-to-vib-package>
例： esxcli software vib install -v=/vmfs/volumes/datastore1/StorCliMN/vmware-esx-StorCli-1.01.04.vib

5.2.4. EFI オペレーティングシステムへのインストール
EFI用StorCLIは、バイナリフォーマットで提供されており、特別なインストール手順は必要ありません。
バイナリを入手してコピーします。
入手したバイナリをお好みのディレクトリにコピーします。

5.3. StorCLI コマンドの構文
この項目では、StorCLIコマンドの構文と各パラメータに有効な値を説明しています。
NOTE: JSONフォーマットで出力を表示するには、コマンド構文の最後に”J”を追加してください。
例： storcli /cx show <property1>|<property2> J
NOTE:

JSONフォーマットでの出力はEFIオペレーティングではサポートされていません。EFIプラットフォームでは、”J”は無視されます。

NOTE:

バックグラウンドのRAIDタスクはEFI環境やHII環境では進行せず、他のOSが起動した際に継続されます。

StorCLIの構文は、基本的に以下のようになっています：
<[オブジェクト識別番号]> <操作> <[追加オプション | 属性 | プロパティ] > <[キー=値]>
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次の表に示すオブジェクト識別番号(Object Identifier)をサポートしています。
表 32: オブジェクト識別番号

NOTE:

Object Identifier

説明

(指定なし)

オブジェクトが指定されていない場合は、システムコマンドです。

/cx

コントローラ x.

/cx/vx

コントローラ x のロジカルドライブ x

/cx/vall

コントローラ x の全てのロジカルドライブ

/cx/ex

コントローラ x のエンクロージャ ID x

/cx/eall

コントローラ x の全てのエンクロージャ

/cx/fx

コントローラ x の Foreign Configuration x

/cx/fall

コントローラ x の全ての Foreign Configuration

/cx/ex/sx

コントローラ x のエンクロージャ ID x、スロット x にあるドライブ

/cx/sx

コントローラ x のスロット x に直接接続されているドライブ

/cx/ex/sall

コントローラ x のエンクロージャ ID x 配下の全てのドライブ

/cx/dx

コントローラ x のドライブグループ x

/cx/dall

コントローラ x の全てのドライブグループ

/cx/px

コントローラ x の Phy x

/cx/pall

コントローラ x の全ての Phy

/cx/bbu

コントローラ x の FBU/BBU

/cx/cv

コントローラ x のフラッシュモジュール(Cache Vault)

物理ドライブの接続にエンクロージャを使用していない場合は、エンクロージャIDを指定する必要はありません。

次の操作(Verbs)をサポートしています：
表 33: 主な操作

◼
◼

Verbs

説明

add

指定されたロジカルドライブなどを追加します。

del

指定されたドライブ、値、プロパティ等を削除します。

set

指定された値を設定します。

show

指定された値やプロパティを表示します。

pause

現在の動作を一時停止します。

resume

動作を再開します。

compare

入力された値をシステム上の値と比較します。

download

ファイルを対象へダウンロードし書き込みます。

start

動作を開始します。

flush

コントローラやドライブのキャッシュを書き込みます。

stop

現在の動作を終了します。停止後は中断した箇所からの再開はできません。

import

Foreign Configuration 情報をインポートします。

expand

ロジカルドライブのサイズを拡張します。

insert

失われたドライブの代わりに、新たなドライブを挿入します。

flasherase

フラッシュメモリの内容を消去します。

transform

コントローラのメモリ上のファームウェアをダウングレードします。

restart

システムの再起動をせずに、コントローラを再起動します。

apply

Activation Key を適用します。

<[追加操作 | 属性 | プロパティ] >– 追加オプションなどを指定します。
<[キー=値]>– コマンドによって必要な場合、値を指定します。
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5.4. StorCLI の使用方法
この項目では、StorCLIでサポートされているコマンドを説明しています。
NOTE:

StorCLIは、大文字・小文字を区別しません。

CAUTION: コマンドのオプションを誤ると、コマンドが失敗します。

5.4.1. システムのコマンド

5.4.1.1.

システム表示の コマンド

次のsystem showコマンドをサポートしています：
storcli show
storcli show all
storcli show ctrlcount
storcli show help
storcli -v
詳細は次の通りです。
storcli show
システム上のコントローラの概要と、それに関連する情報を表示します。情報には、コントローラの数、ホスト名、
OSの情報、見つかったRAID構成の概要が含まれます。
storcli show all
システム上のコントローラの概要と、それに関連する情報、ドライブの情報、Advanced Software Optionsの情報を
報じします。
storcli show ctrlcount
検出されたコントローラの数を表示します。
storcli show help
system showコマンドのヘルプを表示します。
storcli -v
StorCLIのバージョンを表示します。

5.4.2. コントローラのコマンド
コントローラのコマンドでは、 /c0 のように指定されたコントローラの情報を表示したり、設定を変更することができ
ます。この項目に書かれているオプションをサポートしています。
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5.4.2.1.

状態表示のコマンドと設定のコマンド
表 34: 状態表示と設定のコマンド
コマンド

値の範囲

説明

show <properties>

後述の表を参照

コントローラのプロパティを表示します。

set <properties>

後述の表を参照

コントローラのプロパティを設定します。

show

all: すべてのプロパティを表示します

コントローラ配下のドライブに関する情
報を表示します。

このセクションでは、コントローラのプロパティを表示または設定するコマンドを説明します。
NOTE: 一度のコマンドで複数のプロパティを指定することもできます。

storcli /cx show <property>
このコマンドで、指定されたコントローラの現在のプロパティを表示します。以下は一般的な出力例です：
Status Code = 0
Status = Success
Description = None
Controller: 0
Property_name = Property_value
storcli /cx show <property1>|<property2> コマンドで次プロパティを表示できます。
storcli /cx show abortcconerror
storcli /cx show activityforlocate
storcli /cx show alarm
storcli /cx show backplane
storcli /cx show badblocks
storcli /cx show batterywarning
storcli /cx show bgirate
storcli /cx show bootwithpinnedcache
storcli /cx show cachebypass
storcli /cx show cacheflushint
storcli /cx show ccrate
storcli /cx show coercion
storcli /cx show consistencycheck|cc
storcli /cx show copyback
storcli /cx show directpdmapping
storcli /cx show dimmerswitch|ds
storcli /cx show eccbucketleakrate
storcli /cx show eccbucketsize
storcli /cx show eghs
storcli /cx show jbod
storcli /cx show loadbalancemode
storcli /cx show largeiosupport
storcli /cx show maintainpdfailhistory
storcli /cx show migraterate
storcli /cx show ncq
storcli /cx show patrolread|pr
storcli /cx show perfmode
storcli /cx show pi
storcli /cx show prcorrectunconfiguredareas
storcli /cx show prrate
storcli /cx show personality
storcli /cx show rebuildrate
storcli /cx show rehostinfo
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storcli /cx show restorehotspare
storcli /cx show safeid
storcli /cx show smartpollinterval
storcli /cx show spinupdelay
storcli /cx show spinupdrivecount
storcli /cx show time
storcli /cx show usefdeonlyencrypt
storcli /cx show badblocks
storcli /cx show wbsupport
storcli /cx show DPM
storcli /cx show SGPIOforce
storcli /cx show failpdonsmarterror
storcli /cx show flushwriteverify

storcli /cx set <property> = <value>
以下は一般的な出力例です：
storcli / c0 set bgirate=40
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Controller Properties :
=====================
---------------Ctrl_Prop Value
---------------BGI Rate 40%
---------------storcli /cx set <property>=<value> で使用できるコマンドは以下の通りです。
storcli /cx set abortcconerror=<on|off>
storcli /cx set termlog[=on|off|offthisboot]
storcli /cx set activityforlocate=<on|off>
storcli /cx set alarm=<on|off|silence>
storcli /cx set batterywarning=<on|off>
storcli /cx set bgirate=<value>
storcli /cx set bootwithpinnedcache=<on|off>
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set

cachebypass=<on|off>
cacheflushinterval=<value>
ccrate=<value>
coercion=<value>
consistencycheck|cc=[off|seq|conc][delay=value] [starttime=yyyy/mm/dd hh] [excludevd=x-y,z]

storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set

copyback=<on|off> type=<smartssd|smarthdd|all>
directpdmapping=<on|off>
eccbucketleakrate=<value>
eccbucketsize=<value>
eghs [state=<on|off>][smarter=<on|off>][eug=<on|off>]
backplane [mode=<0-3>][expose=<on|off>]
dimmerswitch|ds=<on|off type=1|2|4>
foreignautoimport=<on|off>
jbod=<on|off>
loadbalancemode=<value>
maintainpdfailhistory=<on|off>
migraterate=<value>
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storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set
storcli /cx set

ncq=<on|off>
patrolread|pr {=on mode=<auto|manual>}|{off}
perfmode=<value>
personality=RAID|JBOD
personality behavior=JBOD/None
personality behavior [sesmgmt=on/off] [securesed=on/off] [multipath=on/off] [multiinit=on/off]
pi=<on|off>
prcorrectunconfiguredareas=<on|off>
profile profileid=<value>
prrate=<value>
rebuildrate=<value>
restorehotspare=<on|off>
smartpollinterval=<value>
spinupdelay=<value>
spinupdrivecount=<value>
stoponerror=<on|off>
termlog[=on|off|offthisboot]
usefdeonlyencrypt=<on|off>
time=yyyymmdd hh:mm:ss|systemtime
DPM=<on|off>
supportssdpatrolread=<on|off>
SGPIOforce=<on|off>
immediateio=<on|off>
driveactivityled=<on|off>
sesmonitoring=[on|off]
failpdonsmarterror=<on|off>
flushwriteverify=<on|off>
largeiosupport=on|off

次の表で、showおよびsetで使用できるオプションを説明します。
表 35: Show および Set コマンドのオプション
プロパティ名

Set コマンドの範囲

説明

abortcconerror

on|off

activityforlocate

on|off

MDC 中に不整合があった場合の中断有無
システムに SGPIO/SES がない場合の、ドラ
イブアクティビティの有無

batterywarning
bgirate

on|off|silence
silence: 静音アラーム
on|off
0 ～ 100

cachebypass

on|off

cacheflushint
ccrate

0 ～ 255, デフォルト値は 4
0 ～ 100
0: No coercion
1: 128 MB
2: 1 GB
(MDC の項目を参照)
on|off
type = smartssd|smarthdd|all
smartssd: SSD のコピーバックが有効
smarthdd: HDD のコピーバックが有
効.
all: 両方のコピーバックが有効
例：storcli /cx set copyback=on type=all
on|off
0 ～ 65535
0 ～ 255

alarm

coercion
consistencycheck

copyback

directpdmapping
eccbucketleakrate
eccbucketsize
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異常が発生した場合のアラームの有無
バッテリ警告の有無
BGI レートの設定
キャッシュをバイパスしてパフォーマンスを
向上する機能の有効・無効を設定
キャッシュ書き込みの間隔(秒)
MDC レートの設定
ドライブの容量丸めこみ設定
(MDC の項目を参照)

コピーバックの設定

ドライブ番号のマッピングの設定。
シングルビットのリークレート設定(分)
ECC シングルビットエラーの許容量
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eghs state

on|off

eghs smarter

on|off

eghs eug

on|off

backplane mode

0: SGPIO または I2C SEP GPIO で自動
検出
1: SGPIO 自動検出は無効
2: I2C SEP 自動検出は無効
3: 両方の自動検出は無効

backplane expose

on|off

dimmerswitch|ds

(Dimmer Switch の項目を参照)

foreignautoimport

on|off

jbod

on|off

loadbalancemode

on|off

largeiosupport
maintainpdfailhistory
migraterate
patrolread|pr

pi

on|off
on|off
0 ～ 100
(Patrol Read の項目を参照)
0: 最大 IOPS
1: 最大レイテンシ
※Fast Path 未使用時のみ有効
on|off

pi import

on|off

prcorrectunconfiguredareas

on|off

profile profileid
prrate
rebuildrate
reconrate

OptimizedDefault
0 ～ 100
0 ～ 100
0 ～ 100

restorehotspare

on|off

smartpollinterval

0 ～ 65535

spinupdrivecount

0 ～ 255

spinupdelay

0 ～ 255

stoponerror

on|off

termlog

on | off | offthisboot

perfmode

show personality
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本機能は未サポートです。設定変更およ
び使用しないでください。
本機能は未サポートです。設定変更およ
び使用しないでください。
本機能は未サポートです。設定変更およ
び使用しないでください。
SES/エキスパンダのないバックプレーンの
自動
検出設定
SEP やエキスパンダ等のエンクロージャデ
バイ
スをデバイスドライバへの公開有無
(Dimmer Switch の項目を参照)
起動時に Foreign Configuration を自動で
取り込むか
JBOD モードの有効／無効
※JBOD モードは未サポートです。設定変
更および使用しないでください。
SAS phy ワイドポート時のロードバランスの
有無
large I/O support の有効／無効
故障した物理ドライブの履歴管理の有無
ドライブ拡張レートの設定
(Patrol Read の項目を参照)
コントローラのパフォーマンスチューニング
設定
T10-PI データ保護機能の有無
データ保護されたドライブのインポート有
無
Patrol Read 実行中に、物理ドライブ上の未
使用領域でエラー検出された場合の修復
(“0”で上書き)の有無
プロファイル番号を指定する
Patrol Read レートの設定
リビルドレートの設定
再構成レートの設定
ドライブ交換でホットスペアの自動再設定
有無
SMART エラー監視の周期(秒)
起動時に同時にスピンアップするドライブ
の台数設定
起動時にドライブをスピンアップする間隔
(秒)
起動時にエラーがあった場合の停止有無
termlog の DDR から ONFI へのフラッシュの
有効・無効
offthisboot: 現在の起動のみ ONFI へのフ
ラッシュを無効化する。次回起動時には
termlog は有効に設定される
現在の・変更可能な・リクエストされたパー
ソナリティを表示する
※本機能は未サポートです。設定変更お
よび使用しないでください。
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set personality

personality=RAID
personality=JBOD

set personality behavior

JBOD|NONE

usefdeonlyencrypt

有 効 な フ ォ ー マ ッ ト : yymmdd
hh:mm:ss
on|off

DPM

on|off

supportssdpatrolread

on|off

SGPIOforce

on|off

immediateio

on|off

driveactivityled
sesmonitoring

on|off
on|off

failpdonsmarterror

on|off

flushwriteverify

on|off

time

5.4.2.2.

パーソナリティを RAID または JBOD に設定
する
パーソナリティの変更はシステム再起動後
反映される
※本機能は未サポートです。設定変更お
よび使用しないでください。
動作モードを設定する
※本機能は未サポートです。設定変更お
よび使用しないでください。
コントローラ上の時間設定
FDE でのドライブ暗号化有無
ドライブパフォーマンスのモニタリング機能
の有効／無効
SSD ドライブへのパトロールリードの実行有
無
ポート毎の SGPIO ステータスを 4 ドライブの
みに強制する;HPC コントローラのみ有効
Immediate I/O transaction 機能の有効／
無効
ドライブアクティビティ LED の有効／無効
SES 監視の有効無効
SMART エラー発生時に物理ドライブを Fail
させる機能の有効／無効
Write Verify 機能の有効／無効
※本機能は未サポートです。設定変更お
よび使用しないでください。

コントローラの状態表示のコマンド

次のshowコマンドをサポートしています：
storcli /cx show
storcli /cx show all
storcli /cx show freespace
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx show
このコマンドで、コントローラ情報の概要を表示します。概要には、コントローローラの情報、Foreign Configuration
の情報、ドライブグループの情報、ロジカルドライブの情報、物理ドライブの情報、エンクロージャの情報、FBUの
情報などが含まれます。
入力例： storcli /c1 show
storcli /cx show all [logfile[=filename]]
このコマンドで、コントローラ情報のすべての情報を表示します。コントローラの情報、バスの情報、状態、
Advanced Software Optionsの情報、ポリシー、デフォルト設定、機能、スケジュールされたタスク、Foreign
Configuration、ドライブグループ、ロジカルドライブ、物理ドライブ、エンクロージャ、FBUの情報などが含まれま
す。
logfileオプションを使用した場合、指定したファイルに実行結果が記録されます。ファイル名を指定しない場合、実
行結果はstorsas.logに記録されます。logfileオプションを使用しない場合、実行結果はコンソールに出力されま
す。
入力例： storcli /c0 show all [logfile[=log.txt]]
入力例： storcli /c0 show all logfile = abc.txt
storcli /cx show freespace
このコマンドで、コントローラの空き領域の情報を表示します。
入力例： storcli /c0 show freespace
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5.4.2.3.

プロファイルの管理

プロファイルの管理をサポートしているコントローラでは、下記のプロファイル管理コマンドをサポートしています。
storcli /cx show profile
storcli /cx set profile profileid=<value>
それぞれのコマンドの詳細は次の通りです。
storcli /cx show profile
このコマンドで、コントローラがサポートしているプロファイルを表示します。
入力例： storcli /c0 show profile
出力例：
コマンドの正常な実行結果には、下記のフィールドが出力されます。
◼ Mode
このコントローラがサポートしているモード(HBA, RAID, JBOD)
◼ Profile ID
プロファイルの ID が表示されます
◼ MaxPhyDrv
物理ドライブの最大接続数が表示されます
◼ MaxLD
ロジカルドライブの最大数が表示されます
◼ maxPCIeDev
PCIe ドライブの最大接続数が表示されます
◼ MaxAHCIDev
AHCI デバイスの最大接続数が表示されます
◼ Dflt
当該プロファイル ID がデフォルトプロファイルとなっているかが表示されます
◼ Curr
当該プロファイル ID が現在使用中かどうか表示されます
storcli /cx set profile profileid= <value>
このコマンドはコントローラが使用するプロファイルIDを指定します。プロファイルIDは十進数で指定する必要があ
ります。プロファイルIDを変更するためには、システムの再起動が必要となります。
入力例： storcli /c0 set profile profileid=11

5.4.2.4.

バックグラウンドタスク制御のコマンド

5.4.2.4.1.

リビルドレート

次のコマンドをサポートしています。
storcli /cx set rebuildrate=<value>
storcli /cx show rebuildrate
それぞれのコマンドの詳細は次の通りです。
storcli /cx set rebuildrate=<value>
このコマンドで、リビルドレートを設定します。Value部分の値はパーセンテージです。
入力例： storcli /c0 set rebuildrate=30
NOTE: 高すぎるリビルドレートは、I/O性能の低下を引き起こします。

storcli /cx show rebuildrate
このコマンドで、リビルドレートを表示します。
入力例： storcli /c0 show rebuildrate
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5.4.2.4.2.

Patrol Read

次のPatrol Readコマンドをサポートしています：
storcli /cx resume patrolread
storcli /cx set patrolread ={{on mode=<auto|manual>}|{off}}
storcli /cx set patrolread [starttime=<yyyy/mm/dd hh>] [maxconcurrentpd=<value>]
[includessds=<on|off>] [uncfgareas=<on|off>]
storcli /cx set patrolread delay=<value>
storcli /cx show patrolread
storcli /cx start patrolread
storcli /cx stop patrolread
storcli /cx pause patrolread
NOTE: Patrol Readのスケジュールは、すべての物理ドライブに対して有効です。

コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx resume patrolread
このコマンドで、一時停止されたPatrol Readを再開します。
入力例： storcli /c0 resume patrolread
storcli /cx set patrolread {=on mode=<auto|manual>}|{off }
このコマンドで、Patrol Readのスケジュール有無の設定、またAuto またはManualのモード設定を行います。
入力例： storcli /c0 set patrolread=on mode=manual
storcli
/cx
set
patrolread
[starttime=<yyyy/mm/dd
[includessds=<on|off>] [uncfgareas=on|off ]

hh>]

[maxconcurrentpd=<value>]

このコマンドで、Patrol Readのスケジュール詳細を設定します。次のオプションを使用できます。
表 36: Patrol Read スケジュールのオプション
オプション
starttime

値の範囲
日時を指定します。時刻は 24 時間
単位です。

説明
yyyy/mm/dd hh のフォーマットで日時を指定
Patrol Read を同時に動作させる物理ドライブの数を

maxconcurrentpd

物理ドライブの数

includessds

on|onlymixed|off

SSD を Patrol Read に含むかの有無

uncfgareas

on|off

ドライブ上で未使用の領域を含むかの有無

指定

NOTE: パトロールリード開始時間は、コントローラの稼働時間を参照してスケジュールされます。

入力例： storcli /c0 set patrolread=on starttime=2012/02/21 00
storcli /cx set patrolread [delay=<value>]
このコマンドで、Patrol Read開始時間の遅延を時間単位で設定します。
入力例： storcli /c0 set patrolread delay=30
storcli /cx show patrolRead
このコマンドで、Patrol ReadのCurrent State(現在の状態)および、Patrol Readに関する各種詳細情報、PR
Mode(動作モード), PR Execution Delay(実行間隔), PR iterations completed(完了済回数), PR on SSD(SSDへの実
行有無)を表示します。また、Patrol Readが開始された際は、開始日時が表示されます。
入力例： storcli /c0 show patrolread
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storcli /cx start patrolread
このコマンドで、すぐにPatrol Readを開始します。
入力例： storcli /c0 start patrolread
storcli /cx stop patrolread
このコマンドで、Patrol Readを停止します。
入力例： storcli /c0 stop patrolread
NOTE:

停止したPatrol Readは、途中から再開できません。

storcli /cx pause patrolread
このコマンドで、Patrol Readを一時停止します。
入力例： storcli /c0 pause patrolread
NOTE: このコマンドは、Patrol Readが実行中の時のみ、実行可能です。

5.4.2.4.3.

MDC

MDCをスケジュール、実行、状態を参照することができます:
storcli /cx set consistencycheck|cc=[off|seq|conc][delay=value] starttime=yyyy/mm/dd hh [excludevd=x-y,z,
none]
storcli /cx show cc storcli /cx show ccrate
次にそれぞれのコマンドの詳細を示します。
storcli /cx set consistencycheck|cc=[off|seq|conc][delay=value] starttime=yyyy/mm/dd hh [excludevd=xy,z, none]
このコマンドでMDCをスケジュール設定します。このコマンドでは、次のオプションを使用できます。
表 37: MDC スケジュールのオプション
オプション
cc

値の範囲

説明

seq: 連続(sequential)モード

MDC スケジュールのモードを設定

conc: 並列(concurrent)モード

NOTE: 並列(concurrent)モードでは、複数のロジカル

off: MDC 停止

ドライブへ同時に MDC が実行されます。
MDC 開始時間の遅延を時間単位で指定。

delay

数値

NOTE: 遅延はスケジュールされた MDC にのみ有効で
す。

starttime

日時を指定します。時刻は 24 時間
単位です。

yyyy/mm/dd hh のフォーマットで日時を指定
MDC スケジュール実行の対象から除外するロジカル
ドライブを、ロジカルドライブの名前または番号で指

excludevd

ロジカルドライブ数以下

定。
このオプションを指定しなかった場合、すべてのロジ
カルドライブに対して MDC が実行されます。

入力例: storcli /c0 set CC=conc starttime=2012/02/21 00 excludevd v0-v3
storcli /cx show cc
このコマンドで、MDCのプロパティを表示します。
入力例： storcli /c0 show cc
storcli /cx show ccrate
このコマンドで、MDCレート(CCレート)をパーセンテージで表示します。
入力例： storcli /c0 show ccrate
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NOTE:

高すぎるMDCレートは、I/O性能の低下を引き起こします。

5.4.2.5.

Advanced Software Options ライセンスのコマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx set advancedsoftwareoptions(aso) key=<value> [preview]
storcli /cx aso [transfertovault][rehostcomplete][deactivatetrialkey]
storcli /cx show safeid
storcli /cx show ASO
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx set advancedsoftwareoptions(aso) key=<value> [preview]
このコマンドで、コントローラへAdvanced Software Optionsを有効化します。次のオプションを使用できます。
表 38: Advanced Software Options のオプション
オプション

値の範囲

説明

key

ライセンスキーの文字列

deactivatetrialkey

—

トライアルキーを無効化

rehostcomplete

—

リホスティング(キー移行)を有効化

transfertovault

—

移行準備のためにキーを無効化

ライセンスキーを指定
NOTE: 有効化した後は、無効化することはできません。

入力例： storcli /c0 set Aso key=LSI0000
storcli /cx show safeid
このコマンドで、Safe IDを表示します。
入力例： storcli /c0 show safeid
storcli /cx show ASO
このコマンドで、Advanced Software Optionsライセンスの適用状況を表示します。
入力例： storcli /c0 show ASO

5.4.2.6.

SafeStore によるドライブ暗号化のコマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx compare securitykey=ssssss
storcli /cx delete securitykey
storcli /cx set securitykey keyid=kkkk
storcli /cx set securitykey=sssss [passphrase=sssss][keyid=sssss]
storcli /cx set securitykey=sssss oldsecuritykey=ssss [passphrase=sssss] [keyid=sssss]
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx show securitykey keyid
このコマンドで、セキュリティキー識別子を表示します。
入力例： storcli /c0 show securityKey keyid
storcli /cx compare securitykey=ssssss
このコマンドで、コントローラのセキュリティキーを比較し検証します。
storcli /cx delete securitykey
このコマンドで、セキュリティキーを削除し、セキュリティキー設定を無効化します。
入力例： storcli /c0 delete securitykey
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storcli /cx set securitykey keyId=kkkk
このコマンドで、セキュリティキー識別子を設定します。セキュリティキー識別子はコントローラごとにユニークで
す。
storcli /cx set securitykey=sssss [passphrase=sssss][keyid=sssss]
このコマンドで、セキュリティキーを設定します。次のオプションが使用できます。
表 39: セキュリティキーのオプション
オプション

値の範囲

説明

passphrase

数字、大文字、小文字、記号のすべ
てが含まれる文字
最小 8 文字、最大 32 文字

keyid

—

ブートパスワード（コントローラに関連づけ、次の起動
時から暗号化ロックキーとして使用する文字列）を指
定
セキュリティキー識別子（別のコントローラへ移行す
る際に使用するユニークな ID）を指定
指定しない場合、コントローラが自動生成します。

入力例： storcli /c0 set securitykey=Lsi@12345 passphrase=Lsi@123456 keyid=1
storcli /cx set securitykey=sssss oldsecuritykey=ssss [passphrase=sssss][keyid=sssss]
このコマンドで、セキュリティキー識別子、セキュリティキーおよびブートパスワードの設定を変更します。
入力例： storcli /c0 set securitykey=Lsi@12345 oldsecuritykey=pass123 passphrase=Lsi@123456 keyid=1

5.4.2.7.

コントローラファームウェアのフラッシュのコマンド

次のコマンドで、ファームウェアをフラッシュします。
storcli /cx download file=filepath [fwtype=<value>] [nosigchk] [noverchk] [resetnow]
このコマンドで、指定されたファイルをコントローラへフラッシュします。ファイルは絶対パスで指定する必要があり
ます。
次のオプションを使用できます。
表 40: ファームウェアフラッシュのオプション
オプション

5.4.2.8.

値の範囲

説明
ファイルとコントローラのチェックワードが異なってい
ても、ファームウェアをフラッシュする
NOTE: 不正なイメージがフラッシュされると、コントロ
ーラが故障する可能性があります。
ファイルとコントローラの版数を確認せずに、ファーム
ウェアをフラッシュする

nosigchk

—

noverchk

—

fwtype

0: Application
1: TMMC
2:GC-Enhanced

フラッシュするファームウェアの種類を指定
デフォルトは 0 (Application)

resetnow

—

システムがオンラインのままフラッシュする。
NOTE: resetnow オプションは UEFI モードでは非サポ
ートです

コントローラキャッシュのコマンド

storcli /cx flush|flushcache
次のコマンドで、コントローラキャッシュをフラッシュします
入力例： storcli /c0 flushcache

5.4.2.9.

コントローラ設定値のコマンド

次のコマンドで、コントローラの設定値を退避・復元します
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storcli /cx set config file=file_name
このコマンドで、コントローラの設定およびプロパティを指定したファイルに退避します。
NOTE: 設置値を退避したファイルのロードは、コントローラにロジカルドライブが存在する場合は実施できません。復元時
は対象コントローラの構成情報を消去する必要があります。

入力例： storcli /c0 set config file = log.txt
storcli /cx get config file=file_name
このコマンドで、コントローラの設定およびプロパティを指定したファイルから復元します。
入力例： storcli /c0 get config file = log.txt

5.4.3. ドライブのコマンド
このセクションでは、物理ドライブの情報を参照およびアクションを行うコマンドを説明しています。
次の表は、よく使用されるコマンドです。
表 41: ドライブのよく使用されるコマンド
コマンド
set

show

5.4.3.1.

値の範囲
missing: ドライブを消失状態にする
good: ドライブを Unconfigured Good にする.
offline: ドライブを Offline にする
online: ドライブを Online にする
all: ドライブのすべてのプロパティを表示する
詳細はドライブの状態表示のコマンドを参照

説明

物理ドライブのプロパティを設定

物理ドライブの情報を表示

ドライブの状態表示の コマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx[/ex]/sx show
storcli /cx[/eall]/sall show
storcli /cx[/ex]/sx|sall show all
storcli /cx[/ex]/sx show smart
NOTE: 物理ドライブの接続にエンクロージャーが使用されている場合、エンクロージャーIDも併せて指定してください。
コマンドの詳細は次のとおりです。

storcli /cx[/ex]/sx show
このコマンドで、指定されたスロットにある物理ドライブの概要を表示します。
入力例： storcli /c0/e0/s4,5 show
storcli /cx[/eall]/sall show
このコマンドで、すべてのスロットにある物理ドライブの概要を表示します。
入力例： storcli /c0/eall/sall show
storcli /cx[/ex]/sx|sall show all
このコマンドで、指定されたスロットにある物理ドライブの全ての情報を表示します。Xの部分には、すべてを意味
するallを指定したり、番号を指定したり、また番号の範囲を指定することができます。
入力例： storcli /c0/e3/s0-3 show all storcli /c0/e35/sall show all
NOTE: テープドライブ等の情報も表示されます。

storcli /cx[/ex]/sx show smart
このコマンドで、SATAドライブのSMART情報を表示します。
入力例： storcli /c0/e5/s1 show smart
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5.4.3.2.

不明なドライブに対するコマンド

物理ドライブをRAID構成から消失させ、代わりを指定するコマンドをサポートしています。
storcli /cx[/ex]/sx set offline
storcli /cx[/ex]/sx set missing
storcli /cx[/ex]/sx insert dg=A array=B row=C
storcli /cx/dall
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx[/ex]/sx set offline
このコマンドで、ドライブをOfflineに設定します。
NOTE: RAID構成されているドライブを消失させる場合、まずOfflineにした後に消失させてください。

storcli /cx[/ex]/sx set missing
このコマンドで、ドライブをRAID構成から消失させることができます。
入力例： storcli /c0/s4 set missing
storcli /cx[/ex]/sx insert dg=A array=B row=C
このコマンドで、RAID構成から消失したドライブの代わりを設定します。代わりを設定した後、リビルド等の操作を
行えます。
入力例： storcli /c0/e25/s3 insert dg=0 array=2 row=1
storcli /cx/dall
このコマンドで、消失したドライブを見つけることができます。

5.4.3.3.

ドライブ状態変更の コマンド

次の物理ドライブの状態を変更するコマンドをサポートしています：
storcli /cx[/ex]/sx set jbod
storcli /cx[/ex]/sx set good [force]
storcli /cx[/ex]/sx set offline
storcli /cx[/ex]/sx set online
storcli /cx[/ex]/sx set missing
storcli /cx[/ex]/sx set bootdrive=<on|off>
それぞれのコマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx[/ex]/sx set jbod
このコマンドで、ドライブをJBODに設定します。
入力例： storcli /c1/e56/s3 set jbod
storcli /cx[/ex]/sx set good [force]
このコマンドで、ドライブの状態をUnconfigured Goodに設定します。
NOTE: ドライブにオペレーティングシステムやファイルシステムが記録されている場合、エラーメッセージ出力してドライブ
の状態を設定できません。この場合はforceオプションを指定することにより、状態を設定することができます。

入力例： storcli /c1/e56/s3 set good
storcli /cx[/ex]/sx set offline
このコマンドで、ドライブの状態をOfflineに設定します。
入力例： storcli /c1/e56/s3 set offline
storcli /cx[/ex]/sx set online
このコマンドで、ドライブの状態をOnlineに設定します。
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入力例： storcli /c1/e56/s3 set online
storcli /cx[/ex]/sx set missing
このコマンドで、ドライブを消失状態に設定します。
入力例： storcli /c1/e56/s3 set missing
storcli /cx[/ex]/sx set bootmode=<on|off>
このコマンドで、ドライブをブートドライブに設定、または解除します。
入力例： storcli /c1/e56/s3 set bootmode=on

5.4.3.4.

物理ドライブ初期化のコマンド

物理ドライブを初期化すると、物理ドライブのすべてのデータが消去されます。次のコマンドをサポートしていま
す：
storcli /cx[/ex]/sx show initialization
storcli /cx[/ex]/sx start initialization
storcli /cx[/ex]/sx stop initialization
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx[/ex]/sx show initialization
このコマンドで、現在の初期化の進捗をパーセンテージで表示します。
入力例： storcli /c0/e31/s4 show initialization
storcli /cx[/ex]/sx start initialization
このコマンドで、ドライブの初期化を開始します。
入力例： storcli /c0/e31/s4 start initialization
storcli /cx[/ex]/sx stop initialization
このコマンドで、動作しているドライブの初期化を停止します。停止した初期化は、途中から再開できません。
入力例： storcli /c0/e56/s1 stop initialization

5.4.3.5.

ドライブロケートのコマンド

ドライブの位置を見るため、LEDを動作させるコマンドをサポートしています：
storcli /cx[/ex]/sx start locate
storcli /cx[/ex]/sx stop locate
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx[/ex]/sx start locate
このコマンドで、LEDの動作を開始します。
入力例： storcli /c0/e56/s1 start locate
storcli /cx[/ex]/sx stop locate
このコマンドで、LEDの動作を停止します。
入力例： storcli /c0/e56/s1 stop locate

5.4.3.6.

ドライブ取り外し準備のコマンド

ドライブ取り外し準備の次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx[/ex]/sx spindown
storcli /cx[/ex]/sx spinup
コマンドの詳細は次のとおりです。
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storcli /cx[/ex]/sx spindown
このコマンドで、未使用のドライブをスピンダウンします。
入力例： storcli /cx/e34/s4 spindown
storcli /cx[/ex]/sx spinup
このコマンドで、ドライブをスピンアップしUnconfigured Goodにします。
入力例： storcli /cx/e34/s4 spinup
NOTE:

物理ドライブへのspinupコマンドは、spindownコマンドを実行済の物理ドライブのに対してのみ発行できます。

5.4.3.7.

ドライブセキュリティのコマンド

次のセキュリティ関連のコマンドをサポートしています：
storcli /cx[/ex]/sx show securitykey keyid
storcli /cx[/ex]/sx show securitykey keyid
このコマンドで、物理ドライブのセキュリティキーを表示します。
入力例： storcli /c0/e252/s1 show SecurityKey keyid

5.4.3.8.

ドライブの Secure Erase のコマンド

次のSecure Eraseのコマンドをサポートしています：
storcli /cx[/ex]/sx secureerase [force]
storcli /cx[/ex]/sx show erase
storcli /cx[/ex]/sx start erase [simple|normal|thorough] [erasepatternA=<value1>]
[erasepatternB=<value2>]
storcli /cx[/ex]/sx stop erase
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx[/ex]/sx secureerase [force]
このコマンドで、安全な即時消去(Instant Secure Erase)機能によりドライブのセキュリティ設定とデータを消去しま
す。forceオプションによって確認メッセージをスキップします。SafeStore Disk Encryption機能が使用可能なコントロ
ーラおよび、自己暗号化（Self-Encrypting Disk: SED）に対応した物理ドライブにのみ有効です。
入力例： storcli /c0/e25/s1 secureerase force
NOTE:

このコマンドでデータを消去すると、データにアクセスできなくなります。

storcli /cx[/ex]/sx show erase
このコマンドで、消去の状況を表示できます。SEDではないドライブが対象です。
入力例： storcli /c0/e25/s1 show erase
storcli /cx[/ex]/sx start erase [simple|normal|thorough] [erasepatternA=<val1>] [erasepatternB=<val2>]
このコマンドで、SEDではないドライブのデータを消去します。ドライブは、データが確実に消去されるよう、いくつか
のデータパターンが書き込まれます。次のオプションを使用できます：
表 42: Secure Erase のオプション
オプション

値の範囲

説明

erase

simple: 単一のパターン
normal: 3 種類のパターン
thorough: 9 種類のパターン

パターンを指定

erasepatternA

8 ビットの値

パターン A の内容を指定
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erasepatternB

8 ビットの値

パターン B の内容を指定

入力例： storcli /c0/e25/s1 start erase thorough erasepatternA=10010011 erasepatternB=11110000

5.4.3.9.

リビルドのコマンド

次のコマンドで、リビルドを行うことができます：
storcli /cx[/ex]/sx pause rebuild
storcli /cx[/ex]/sx resume rebuild
storcli /cx[/ex]/sx show rebuild
storcli /cx[/ex]/sx start rebuild
storcli /cx[/ex]/sx stop rebuild
NOTE:

物理ドライブの接続にエンクロージャが使用されている場合、エンクロージャIDも併せて指定してください。

コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx[/ex]/sx pause rebuild
このコマンドで、動作中のリビルドを一時停止します。現在リビルド実行中のドライブに対してのみ実行できます。
入力例： storcli /c0/s4 pause rebuild
storcli /cx[/ex]/sx resume rebuild
このコマンドで、一時停止されているリビルドを再開します。現在リビルドが一時停止中のドライブに対してのみ実
行できます。
入力例： storcli /c0/s4 resume rebuild
storcli /cx[/ex]/sx show rebuild
このコマンドで、リビルドの進捗をパーセンテージで表示します。
入力例： storcli /c0/s5 show rebuild
storcli /cx[/ex]/sx start rebuild
このコマンドで、リビルドを開始します。
入力例： storcli /c0/s4 start rebuild
storcli /cx[/ex]/sx stop rebuild
このコマンドで、リビルドを停止します。現在リビルド実行中のドライブに対してのみ実行できます。
入力例： storcli /c0/s4 stop rebuild

5.4.3.10. ドライブコピーバックのコマンド
次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx[/ex]/sx pause copyback
storcli /cx[/ex]/sx resume copyback
storcli /cx[/ex]/sx show copyback
storcli /cx[/ex]/sx start copyback target=eid:sid
storcli /cx[/ex]/sx stop copyback
コマンドの詳細は次のとおりです。
NOTE:

このコマンドでは、cx[/ex]/sx の部分にはソースのドライブを指定し、eid:sid にはターゲットのドライブを指定します。

storcli /cx[/ex]/sx pause copyback
このコマンドで、コピーバックを一時停止します。現在コピーバックが動作しているドライブにのみ実行できます。
入力例： storcli /c0/e25/s4 pause copyback
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storcli /cx[/ex]/sx resume copyback
このコマンドで、一時停止されたコピーバックを再開します。現在コピーバックが一時停止されているドライブにの
み実行できます。
入力例： storcli /c0/e25/s4 resume copyback
storcli /cx[/ex]/sx show copyback
このコマンドで、コピーバックの進捗をパーセンテージで表示します。
入力例： storcli /c0/e25/s4 show copyback
storcli /cx[/ex]/sx start copyback target=eid:sid
このコマンドで、コピーバックを開始します。
入力例： storcli /c0/e25/s4 start copyback target=25:8
storcli /cx[/ex]/sx stop copyback
このコマンドで、動作中のコピーバックを停止します。現在コピーバックが動作しているドライブに対してのみ実行
できます。停止したコピーバックは、途中から再開することはできません。
入力例： storcli /c0/e25/s4 stop copyback

5.4.3.11. ホットスペアドライブのコマンド
次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx[/ex]/sx add hotsparedrive {dgs=<n|0,1,2...>}[enclaffinity][nonrevertible]
storcli /cx/[ex]/sx delete hotsparedrive
NOTE:

物理ドライブの接続にエンクロージャが使用されている場合、エンクロージャIDも併せて指定してください。

コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx[/ex]/sx add hotsparedrive [{dgs=<n|0,1,2...>}] [enclaffinity][nonrevertible]
このコマンドで、ホットスペアを作成します。次のオプションを指定できます：
表 43: ホットスペアのオプション
オプション

値の範囲

説明

dgs

有効なドライブグループ番号

専用ホットスペアの場合に、対象となるドライブグルー
プを設定

enclaffinity

有効なエンクロージャ番号

エンクロージャのアフィニティを設定
値が指定された場合、そのエンクロージャへアフィニテ
ィが設定されます。
NOTE: アフィニティ設定を後から解除することはできま
せん。

nonrevertible

—

コピーバックによる搭載位置の復帰の要否を設定。
Nonrevertible ではコピーバックを行わない。

/c0/e3/s4,5 のドライブをグローバルホットスペアに設定する場合：
入力例： storcli /c0/e3/s4,5 add hotsparedrive
/c0/e3/s6,8 のドライブをドライブグループ0, 1の専用ホットスペアに設定する場合：
入力例： storcli /c0/e3/s6,8 add hotsparedrive dgs=0,1
storcli /cx/[ex]/sx delete hotsparedrive
このコマンドで、ホットスペアを削除します。
入力例： storcli /c0/e3/s4,5 delete hotsparedrive
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5.4.4. ロジカルドライブのコマンド
このセクションでは、ロジカルドライブのコマンドを説明しています。次の表は、よく使用されるコマンドです。
表 44: ロジカルドライブのコマンド
コマンド

値の範囲

説明

add

以降の項目を参照
cc または cachecade: CacheCade ロジカルドライブを削
除
force: OS 上で動作しているロジカルドライブを強制的
に削除
以降の項目を参照

ロジカルドライブを作成

delete
set
show

5.4.4.1.

all: すべてのプロパティを表示
cc: CacheCade ロジカルドライブのプロパティを表示

ロジカルドライブを削除
ロジカルドライブのプロパティを設定
ロジカルドライブの情報を表示

ロジカルドライブ作成のコマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx add vd raid[0|1|5|6|00|10|50|60][Size=<VD1_Sz>,<VD2_Sz>,..|all] [name=<VDNAME1>,..]
drives=e:s|e:s-x,y;e:s-x,y,z [PDperArray=x][SED] [pdcache=on|off|default][pi]
[DimmerSwitch(ds)=default|automatic(auto)|
none|maximum(max)|MaximumWithoutCaching(maxnocache)][wt|wb|awb] [nora|ra]
[direct|cached][cachevd] [Strip=<8|16|32|64|128|256|1024>] [AfterVd=X][EmulationType=0|1|2] [Spares
= [e:]s|[e:]s-x|[e:]s-x,y] [force][ExclusiveAccess]
storcli /cx add vd each raid0 [name=<VDNAME1>,..] [drives=e:s|e:s-x|e:s-x,y] [SED]
[pdcache=on|off|default][pi] [DimmerSwitch(ds)=default|automatic(auto)|
none|maximum(max)|MaximumWithoutCaching(maxnocache)] [wt|wb|awb] [nora|ra]
[direct|cached][EmulationType=0|1|2] [Strip=<8|16|32|64|128|256|1024>][ExclusiveAccess]
storcli /cx add VD cachecade|cc raid[0,1] drives = [e:]s|[e:]s-x|[e:]s-x,y [WT|WB|AWB] [assignvds = 0,1,2]
次のオプションを使用できます。
NOTE:

* はデフォルト値の使用を示します。

コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx add vd raid[0|1|5|6|00|10|50|60][Size=<VD1_Sz>,<VD2_Sz>,..|*all] [name=<VDNAME1>,..]
drives=e:s|e:s-x|e:s-x,y;e:s-x,y,z
[PDperArray=x][SED]
[pdcache=on|off|*default][pi]
[DimmerSwitch(ds)=default|automatic(auto)|
*none|maximum(max)|MaximumWithoutCaching(maxnocache)][cachevd][ExclusiveAccess|SharedAcc
ess*]**
[wt|*wb
|awb]
[nora|*ra]
[*direct|cached]
[EmulationType=0|1|2][Strip=<8|16|32|64|128|256|1024>] [AfterVd=X] [Spares = [e:]s|[e:]s-x|[e:]sx,y] [force]
表 45: ロジカルドライブ作成のオプション
オプション

値の範囲

説明

raid

RAID[0|1|5|6|00|10|50|60].

size

物理ドライブおよび RAID レベルごとの最大値

name

15 文字まで

RAID レベルを設定
ロジカルドライブのサイズを設定
デフォルトでは、最大サイズで作成さ
れます。
ロジカルドライブの名前を設定
e:s|e:s-x|e:s-x,y:
e : エンクロージャ ID を指定

drives

有効なエンクロージャおよびスロット番号

s : スロット番号を指定
e:s-x- エンクロージャ ID e にあるス

pdperarray

1～16.
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sed

—

pdcache
pi

cachevd
strip

on|off|default.
—
default: コントローラのデフォルトのポリシーを使用
automatic (auto): コントローラファームウェアにより自
動管理
none: 無効
maximum (max): 最大の節電機能を使用
MaximumWithoutCaching(maxnocache): 最 大 の 節 電
かつキャッシュの書き込みも無効化
cached: Cached I/O.
direct: Direct I/O.
0: デフォルト（自動判別）。512e ドライブを検出した場
合、セクタ毎のバイト数は 512e(4k)として扱われます。
512e ドライブが検出されなかった場合は、セクタ毎のバ
イト数は 512n となります。
1: 無効。512e ドライブの検出有無に関わらず、セクタ
毎のバイト数は 512n となります。
2: 強制。512e ドライブが検出有無に関わらず、セクタ
毎のバイト数は 512e となります。
wt: Write through.
wb: Write back.
awb:AlwaysWriteBack
ra: Read ahead
nora: read ahead なし
—
8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024.

aftervd

有効なロジカルドライブ番号

spares

ドライブの番号

force

—

dimmerswitch

direct|cached

EmulationType

wt|wb|awb
nora|ra

デフォルトでは自動判別されます。
SafeStore 機能によるセキュリティの有
効化
物理ドライブのキャッシュ有効・無効
ドライブ保護情報の有効化

Dimmer Switch のポリシーを設定
デフォルトは auto

キャッシュポリシーを設定
デフォルトは Direct I/O

ライトポリシーを設定
デフォルトは Write back
リードポリシーを設定
デフォルトは Read Ahead
CacheCade との関連付けを設定
ストリップサイズを設定
指定されたロジカルドライブ番号の後
に追加
専用ホットスペアに設定するドライブ
を設定
自己暗号化ドライブをセキュリティを
有効にせず強制的に追加

入力例：
storcli /c0 add vd type=raid10 size=2gb,3gb,4gb names=tmp1,tmp2,tmp3 drives=252:2-3,5,7 pdperarray=2
storcli /cx add vd cc|cachecade type=[0,1,10] drives=[e:]s|[e:]s-x|[e:]s-x,y [[wt|*wb] ] [assignvds=0,1,2]
このコマンドで、CacheCadeロジカルドライブを作成し、また既存のロジカルドライブへ関連付けを行います。次の
オプションを指定できます。
表 46: CacheCade ロジカルドライブ作成のオプション
オプション

値の範囲

説明

cachecade
type
drives

—
0, 1, 10
有効なエンクロージャおよびスロット番号
wt: write through.
wb: write back.

CacheCade ロジカルドライブを作成
RAID レベルを設定
物理ドライブの番号を指定

wt|wb
assignvds

有効なロジカルドライブの番号

ライトポリシーを設定
関連付けるロジカルドライブのリストを設
定

入力例：
storcli /c0 add vd cc type=1 drives=252:2-3, 7

5.4.4.2.

ロジカルドライブ削除のコマンド

次のコマンドをサポートしています：
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storcli /cx/vx|vall del
storcli /cx/vx|vall del cachecade
storcli /cx/vx|vall del force
storcli /cx/vx del [cachecade] [discardcache] [force]
NOTE: ロジカルドライブにユーザーデータがある場合、削除する際には force オプションを使用する必要があります。ロジカルドライ
ブにMaster Boot Record (MBR)やパーティションテーブルがあると、ユーザーデータがあると判断されます。
NOTE:

削除した後は、データにはアクセスできなくなります。

コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/vx|vall del
このコマンドで、特定のロジカルドライブ、または vall が指定された場合はすべてのロジカルドライブを削除しま
す。
入力例： storcli /c0/v2 del
storcli /cx/vx|vall del cachecade
このコマンドで、特定のCacheCadeロジカルドライブ、または vall が指定された場合はすべてのCacheCadeロジカル
ドライブを削除します。
入力例： storcli /c0/vall del cachecade
storcli /cx/vx|vall del force
このコマンドで、キャッシュデータの書き込み完了を待たずに、強制的にロジカルドライブを削除します。
入力例： storcli /c0/v2 del force
storcli /cx/vx del [cachecade] [discardcache] [force]
discardCacheオプションにてこのコマンドを使用すると、キャッシュデータの書き込み完了を待たずに、強制的にロ
ジカルドライブを削除します。
入力例： storcli /c0/v2 del discardcache

5.4.4.3.

ロジカルドライブの状態表示のコマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/vx show
storcli /cx/vx show all [logfile[=filename]]
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/vx show
このコマンドで、ロジカルドライブの概要を表示します。
入力例： storcli /c0/v0 show
storcli /cx/vx show all [logfile=[filename]]
このコマンドで、ロジカルドライブのすべての情報を表示します。
logfileオプションを指定した場合、実行結果は指定したファイルに出力されます。ファイル名を指定しなかった場
合、実行結果はstorsas.logに出力されます。logfileオプションを指定しなかった場合、実行結果は画面上に表示さ
れます。
入力例： storcli /c0/v0 show all

5.4.4.4.

Preserved Cache のコマンド

ロジカルドライブがOfflineになったり、物理ドライブ消失により削除された場合、コントローラにキャッシュデータが
残っている場合があります。次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/vx delete preservedCache [force]
storcli /cx show preservedCache
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コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/vx delete preservedcache
このコマンドで、特定のロジカルドライブの、Preserved Cacheを削除します。ロジカルドライブがOfflineの場合は、
force オプションを使用してください。
入力例： storcli /c0/v1 delete preservedcache
storcli /cx show preservedCache
このコマンドで、Preserved Cacheの情報を表示します。
入力例： storcli /c0 show preservedCache

5.4.4.5.

ロジカルドライブのプロパティ変更のコマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/vx set accesspolicy=<rw|ro|blocked|rmvblkd>
storcli /cx/vx set iopolicy=<cached|direct>
storcli /cx/vx set name=<namestring>
storcli /cx/vx set pdcache=<on|off|default>
storcli /cx/vx set rdcache=<ra|nora>
storcli /cx/vx|vall set ssdcaching=<on|off>
storcli /cx/vx set wrcache=<wt|wb|awb>
storcli /cx/vx set emulationType=0|1|2
storcli /cx/vx set ds=Default|Auto|None|Max|MaxNoCache
storcli /cx/vx set autobgi=On|Off
storcli /cx/vx set pi=Off
storcli /cx/vx set bootdrive=<On|Off>
storcli /cx/vx set hidden=On|Off
storcli /cx/vx set cbsize=0|1|2 cbmode=0|1|2|3|4|7
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/vx set accesspolicy=<rw|ro|blocked|rmvblkd>
このコマンドで、ロジカルドライブのアクセスポリシーを設定します。read write, read only, または blockedから指定
してください。
入力例： storcli /c0/v0 set accesspolicy=rw
storcli /cx/vx set iopolicy=<cached|direct>
このコマンドで、ロジカルドライブのI/Oポリシーを設定します。
入力例： storcli /c0/v0 set iopolicy=cached
storcli /cx/vx set name=<namestring>
このコマンドで、ロジカルドライブの名前を設定します。最大15文字です。
入力例： storcli /c1/v0 set name=testdrive123
storcli /cx/vx set pdcache=<on|off|default>
このコマンドで、ロジカルドライブ配下のドライブのキャッシュポリシーを設定します。On, off, defaultから指定してく
ださい。
入力例： storcli /c0/v0 set pdcache=on
storcli /cx/vx set rdcache=<ra|nora>
このコマンドで、ロジカルドライブのリードポリシーを設定します。read ahead, no read aheadから指定してくださ
い。
入力例： storcli /c0/v0 set rdcache=nora
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storcli /cx/vx|vall set ssdcaching=<on|off>
このコマンドで、ロジカルドライブのCacheCade関連付け有無を設定します。
入力例： storcli /c0/v0 set ssdcaching=on
storcli/cx/vx set wrcache=<wt|wb|awb>
このコマンドで、ロジカルドライブのライトポリシーを設定します。write back, write through, またはalways write
backから指定してください。
入力例： storcli /c0/v0 set wrcache=wt
storcli/cx/vx set hidden= <on|off>
このコマンドで、ロジカルドライブの可視・非可視を設定します。hidden=onとした場合、ロジカルドライブは非可視
化されます。
入力例： storcli /c0/v0 set hidden=on
storcli /cx/vx set cbsize=0|1|2 cbmode=0|1|2|3|4|7
このコマンドで、ロジカルドライブのCache bypass sizeおよびCache bypass modeを設定します。cbsizeのオプション
は下記となります。
◼ 0 : 64k Cache bypass
◼ 1 : 128k Cache bypass
◼ 2 : 256k Cache bypass
cbmodeオプションは下記となります。
◼ 0 : intelligent Cache bypsss mode を有効にします
◼ 1 : standard Cache bypsss mode を有効にします
◼ 2 : custom Cache bypsss mode1 を有効にします
◼ 3 : custom Cache bypsss mode2 を有効にします
◼ 4 : custom Cache bypsss mode3 を有効にします
◼ 7 : Cache bypsss を無効にします
NOTE:

cbmodeを7に設定した場合、cbsizeで設定した値は無視されます

入力例： storcli /c0/v0 set cbsize=1 cbmode=2

5.4.4.6.

ロジカルドライブの初期化のコマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/vx show init
storcli /cx/vx start init [full][Force]
storcli /cx/vx stop init
NOTE: ロジカルドライブにユーザーデータがある場合、削除する際には force オプションを使用する必要があります。ロジカルドライ
ブにMaster Boot Record (MBR)やパーティションテーブルがあると、ユーザーデータがあると判断されます。

コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/vx show init
このコマンドで、初期化の進捗をパーセンテージで表示します。
入力例： storcli /c0/v2 show init
storcli /cx/vx start init [full]
このコマンドで、初期化を開始します。
デフォルトはfast初期化が実行されます。fullオプションが指定されると、完全初期化をロジカルドライブ全体に対
して行います。
入力例： storcli /cx/vx start init [full]
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storcli /cx/vx stop init
このコマンドで、初期化を停止します。
入力例： storcli /c0/v0 stop init

5.4.4.7.

ロジカルドライブのデータ消去のコマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/vx start erase
storcli /cx/vx stop erase
storcli /cx/vx show erase
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/vx start erase
このコマンドで、ロジカルドライブのデータ消去を行います。
入力例： storcli /c0/v0 start erase
storcli /cx/vx stop erase
このコマンドで、ロジカルドライブのデータ消去を停止します。
入力例： storcli /c0/v0 stop erase
storcli /cx/vx show erase
このコマンドで、ロジカルドライブのデータ消去の進捗を表示します。
入力例： storcli /c0/v0 show erase

5.4.4.8.

ロジカルドライブの再構成のコマンド

NOTE:

これらのコマンドはEmbedded MegaRAIDではサポートされていません。

NOTE：

ロジカルドライブ再構成は、一度に一つのロジカルドライブにのみ実行してください。

NOTE：

ロジカルドライブの再構成は、単一ドライブグループ内に設定したロジカルドライブが一つの構成にのみ実行可能です。

NOTE: ロジカルドライブの再構成は、複数のドライブグループを使用するロジカルドライブ（RAID1+0等のSpanしたロジカルドライブ）
には行えません。

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/vx show migrate
storcli /cx/vx start migrate <type=raidx> [option=<add|remove> drives=[e:]s|[e:]s-x|[e:]s-x,y]
[Force]
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/vx show migrate
このコマンドで、再構成の進捗をパーセンテージで表示します。
入力例： storcli /c0/v0 show migrate
storcli /cx/vx start migrate <type=raidx> [option=<add|remove> drives=[e:]s|[e:]s-x|[e:]s-x,y] [Force]
このコマンドで、RAIDレベル変換や物理ドライブの追加・削除などの再構成を開始します。次のオプションを使用
できます：
表 47: ロジカルドライブ再構成のオプション
Options

Value Range

Description

type =RAID level
[option=<add | remove>
disk=<e1:s1,e2:s2, …>]

RAID[0|1|5|6]
add: 物理ドライブを追加
remove: 物理ドライブを削除

再構成後の RAID レベルを指定
追加または削除する物理ドライブを指
定
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disk: 物理ドライブのエンクロージャ ID とス
ロット番号
Force

SafeStore 機能にて暗号化されたロジカ
ルドライブを再構成する場合に指定

-

RAIDレベルを変更する場合は、次のいずれかの範囲で指定できます。
表 48: RAID レベル変更の範囲
現在の RAID レベル

再構成後の RAID レベル

RAID 0

RAID 1

RAID 0

RAID 5

RAID 0

RAID 6

RAID 1

RAID 0

RAID 1

RAID 5

RAID 1

RAID 6

RAID 5

RAID 0

RAID 5

RAID 6

RAID 6

RAID 0

RAID 6

RAID 5

入力例： storcli /c0/v3 start migrate type=r5 option=add drives=5:3

5.4.4.9.

MDC のコマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/vx pause cc
storcli /cx/vx resume cc
storcli /cx/vx show cc
storcli /cx/vx start cc [force]
storcli /cx/vx stop cc
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/vx pause cc
このコマンドで、動作中のMDCを一時停止します。現在MDCを実行中のロジカルドライブに対してのみ実行できま
す。
入力例： storcli /c0/v4 pause cc
storcli /cx/vx resume cc
このコマンドで、一時停止されているMDCを再開します。現在MDCが一時停止中のロジカルドライブに対してのみ
実行できます。
入力例： storcli /c0/v4 resume cc
storcli /cx/vx show cc
このコマンドで、MDCの進捗をパーセンテージで表示します。
入力例： storcli /c0/v5 show cc
storcli /cx/vx start cc [force]
このコマンドで、MDCを開始します。通常、MDCは初期化済みのロジカルドライブに対して実行されますが、未初期
化の場合はforce オプションを指定してください。
入力例： storcli /c0/v4 start cc
storcli /cx/vx stop cc
このコマンドで、動作中のMDCを停止します。現在MDCを実行中のロジカルドライブにのみ実行できます。
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入力例： storcli /c0/v4 stop cc
NOTE:

停止したMDCは、途中から再開することはできません。

5.4.4.10. BGI のコマンド
以下のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/vx resume bgi
storcli /cx/vx set autobgi=<on|off>
storcli /cx/vx show autobgi
storcli /cx/vx show bgi
storcli /cx/vx stop bgi
storcli /cx/vx suspend bgi
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/vx resume bgi
このコマンドで、一時停止されているBGIを再開します。
入力例： storcli /c0/v0 resume bgi
storcli /cx/vx set autobgi=<on|off>
このコマンドで、BGIの自動実行の設定を変更します。onまたはoffを指定してください。
入力例： storcli /c0/v0 set autobgi=on
storcli /cx/vx show autobgi
このコマンドで、BGIの自動実行の設定を表示します。
入力例： storcli /c0/v0 show autobgi
storcli /cx/vx show bgi
このコマンドで、BGIの進捗を表示します。
入力例： storcli /c0/v0 show bgi
storcli /cx/vx stop bgi
このコマンドで、BGIを停止します。現在BGI実行中のロジカルドライブに対してのみ実行できます。
入力例： storcli /c0/v4 stop bgi
storcli /cx/vx pause bgi
このコマンドで、BGIを一時停止します。現在BGI実行中のロジカルドライブに対してのみ実行できます。
入力例： storcli /c0/v4 pause bgi

5.4.4.11. ロジカルドライブ拡張のコマンド
NOTE：

ロジカルドライブの拡張は、単一ドライブグループ内に設定したロジカルドライブが一つの構成にのみ実行可能です。

NOTE: ロジカルドライブの拡張は、複数のドライブグループを使用するロジカルドライブ（RAID1+0等のSpanしたロジカルドライブ）に
は行えません。

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/vx expand size=<value> [expandarray]
storcli /cx/vx|vall show expansion
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/vx expand size=<value> [expandarray]
このコマンドで、既存のアレイまたはロジカルドライブ内に未使用の領域がある場合に、そのアレイまたはロジカ
ルドライブの容量を拡張できます。値の指定はGB単位です。
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expandarrayオプションが指定された場合、アレイの容量が拡張されます。このオプションが指定されなかった場
合、ロジカルドライブの容量が拡張されます。
storcli /cx/vx show expansion
このコマンドで、拡張の進捗を表示します。
入力例： storcli /c0/v0 show expansion

5.4.5. Bad Block Table 表示のコマンド
storcli /cx/vx show bbmt
このコマンドで、ロジカルドライブのbad block（媒体エラー）をチェックします。
入力例： storcli /c0/v0 show bbmt

5.4.1. LDBBM テーブルエントリクリアのコマンド
storcli /cx/vx delete bbmt
このコマンドで、LDBBMテーブルのエントリをクリアします。
入力例： storcli /c0/v0 delete bbmt

5.4.2. Foreign Configuration 情報のコマンド
次の参照、インポート、削除のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/fall|fall del|delete [ securitykey=sssssssssss ]
storcli /cx/fall|fall import [preview][ securitykey=sssssssssss ]
storcli /cx/fall|fall show [all] [ securitykey=sssssssssss ]
NOTE:

別のコントローラで暗号化されたForeign Configuration情報をインポートする場合は、Security Keyを指定してください。

コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/fall|fall del| delete [ securitykey=sssssssssss ]
このコマンドで、Foreign Configuration情報を消去します。コントローラのセキュリティ設定が有効化されている場
合は、Security Keyを指定してください。
入力例： storcli /c0/fall delete
storcli /cx/fall|fall import [preview] [ securitykey=sssssssssss ]
このコマンドで、Foreign Configuration情報をインポートします。previewオプションを指定すると、インポートする前
にForeign Configuration情報の概要を表示できます。
入力例： storcli /c0/fall import
入力例： storcli /c0/fall import preview
storcli /cx/fall|fall show [all][ securitykey=sssssssssss ]
このコマンドで、Foreign Configuration情報の概要を表示します。allオプションを指定すると、すべての情報を表示
します。
入力例： storcli /c0/fall show all

5.4.3. BIOS 関連のコマンド
次のBIOS関連のコマンドをサポートしています：
storcli /cx set bios [state=<on|off>] [Mode=<SOE|PE|IE|SME>] [abs=<on|off>]
[DeviceExposure=<value>]
コマンドの詳細は次のとおりです。
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storcli
/cx
set
bios
[DeviceExposure=<value>]

[state=<on|off>]

[Mode=<SOE|PE|IE|SME>]

[abs=<on|off>]

このコマンドで、コントローラのBIOSの有効・無効、BIOSのboot modeの設定および、ブートロジカルドライブの自動
選択の有効・無効、サーバに通知するデバイスの数を設定します。
オプション

値の範囲

説明

state

on|off
SOE: Stop on Errors
PE: Pause on Errors
IE: Ignore Errors
SME: Safe mode on Errors
on|off
0 および 1: 全てのデバイスを通知
2-255: 指定した数のデバイスを通知

コントローラの BIOS の有効・無効

Mode
abs
DeviceExposure
NOTE:

BIOS の boot mode の設定
BIOS によるブート・ロジカルドライブの自動選択
サーバに通知するデバイスの数を設定

BIOSモードでは、読み込めるPCIデバイスのBIOSに限界があります。不要なコントローラBIOSは無効にすることを推奨します。

入力例： storcli /c0 set bios[state=on][Mode=SOE][abs=on][deviceexposure=20]

5.4.3.1.

コントローラ OPROM BIOS のコマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/ex/sx set bootdrive=on|off
storcli /cx/vx set bootdrive=on|off
storcli /cx show bootdrive
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/ex/sx set bootdrive=on|off
このコマンドで、特定の物理ドライブをブートドライブとして設定します。再起動後に、BIOSは指定された物理ドライ
ブのブートセクターを参照します。
入力例： storcli /c0/e32/s4 set bootdrive=on
storcli /cx/vx set bootdrive=on|off
このコマンドで、特定のロジカルドライブをブートドライブとして設定します。再起動後に、BIOSは指定されたロジカ
ルドライブのブートセクターを参照します。
入力例： storcli /c0/v0 set bootdrive=on
storcli/cx/vx show bootdrive
このコマンドで、コントローラのブートドライブを表示します。
入力例： storcli /c0/v0 show bootdrive

5.4.4. ドライブグループのコマンド
このセクションでは、ドライブグループのコマンドを説明しています。

5.4.4.1.

ドライブグループの状態表示のコマンド

次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/dall show
storcli /cx/dall show all
storcli /cx/dall show cachecade
storcli /cx/dx show
storcli /cx/dx show all
storcli /cx/dx set security=on
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storcli /cx/dall show
このコマンドで、すべてのドライブグループのトポロジ情報を表示します。
入力例： storcli /c0/dall show
storcli /cx/dall show all
このコマンドで、コントローラ上のドライブグループのトポロジ、ロジカルドライブ、物理ドライブ、空き領域などのす
べての情報を表示します。
入力例： storcli /c0/dall show all
storcli /cx/dall show cachecade
このコマンドで、CacheCadeロジカルドライブの情報を表示します。
入力例： storcli /c0/dall show cachecade
storcli /cx/dx show
このコマンドで、特定のドライブグループのトポロジ情報を表示します。
入力例： storcli /c0/dx show
storcli /cx/dx show all
このコマンドで、特定のドライブグループのトポロジ、ロジカルドライブ、物理ドライブなどのすべての情報を表示し
ます。
入力例： storcli /c0/dx show all
storcli /cx/dx set security=on
このコマンドで、指定されたドライブグループを暗号化します。
入力例： storcli /c0/dx set security=on all
NOTE:

あらかじめSafeStoreに対応したアレイコントローラのセキュリティ設定を有効化しておく必要があります

5.4.5. Dimmer Switch のコマンド
5.4.5.1.

Dimmer Switch 設定のコマンド

Dimmer Switchの設定について、次のコマンドをサポートしています。
storcli /cx/vx set ds=<default | auto | none | max | maxnocache>
このコマンドで、コントローラのDimmer Switchプロパティを変更します。
入力例： storcli /cx/vx set ds=default
NOTE:

ds3 Dimmer Switchオプションは本ツールではサポートしていません。

次の組み合わせのコマンドを使用できます：
storcli /cx set ds=off type=1|2|3|4
storcli /cx set ds=on type=1|2 [properties]
storcli /cx set ds=on type=3|4 defaultldtype=<value> [properties]
storcli /cx set ds=on [properties]
次のオプションを使用できます。
表 49: Dimmer Switch 設定のオプション
Option

Value Range

Description

dimmerswitch
または
ds

on|off

Dimmwer Switch オプションの有効・無
効を設定
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type

defaultldtype

properties

1: Unconfigured
2: Hot spare
3: ロジカルドライブ
4: すべて
auto: コントローラにより自動制御
none: 無効
max: 最大の節電機能を使用
maxnocache: 最大の節電かつキャッシュの書
き込みも無効化
disableldps: 間 隔 を 時 間 で 指 定 、 ま た は
hh:mm フォーマットで時間を指定
spinupdrivecount: ドライブ数を指定
SpinUpEncDelay: 遅延時間を秒で指定

Dimmer Switch 機能を有効にするドラ
イブの状態種類を設定

ロジカルドライブのデフォルトを設定

節電動作させる時間を設定
スピンアップするドライブ数を指定
同時にスピンアップさせる間隔を指定

storcli/cx show DimmerSwitch(ds)
このコマンドで、現在のDimmer Switch設定を表示します。
入力例： storcli/c0 show ds

5.4.6. FBU(または BBU)のコマンド
次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/bbu show
storcli /cx/bbu show all
storcli /cx/bbu set autolearnmode=<value>
storcli /cx/bbu set bbuMode=<value>
storcli /cx/bbu set learndelayinterval=<value>
storcli /cx/bbu set powermode=sleep
storcli /cx/bbu set writeaceess=sealed
storcli /cx/bbu show modes
storcli /cx/bbu show properties
storcli /cx/bbu show status
storcli /cx/bbu start learn
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/bbu show
このコマンドで、FBU/BBUの情報の概要を表示します。
入力例： storcli /c0/bbu show
storcli /cx/bbu show all
このコマンドで、FBU/BBUのすべての情報を表示します。
入力例： storcli /c0/bbu show all
storcli /cx/bbu set autolearnmode=<value>
このコマンドで、自動リキャリブレーション実行のモードを設定します。
設定内容は0 – 有効, 1- 無効, 2 – 警告のいずれかから選択してください。
入力例： storcli /c0/bbu set autolearnmode=0
storcli /cx/bbu set bbuMode=<value>
このコマンドで、BBUのモードを設定します。
入力例： storcli /c0/bbu set bbuMode=2
NOTE:

BBUモードの設定は、iBBU08/iBBU09またはその後継でのみサポートされています。
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storcli /cx/bbu set learndelayinterval=<value>
このコマンドで、リキャリブレーションの遅延時間を設定します。値は0～168時間です。
入力例： storcli /c0/bbu set learnDelayInterval=30
storcli /cx/bbu set powermode=sleep
このコマンドで、バッテリを保管用の省電力モードに設定します。このモードは、5秒後に自動的に解除されます。
入力例： storcli /c0/bbu set powermode=sleep
storcli /cx/bbu set writeaccess=sealed
このコマンドで、gas gauge EEPROMへの書き込みアクセスを保護します。
NOTE:

このコマンドは、一般に製造中に使用されます。

入力例： storcli /c0/bbu set writeaccess=sealed
storcli /cx/bbu show modes
このコマンドで、モード設定を表示します。
入力例： storcli /c0/bbu show modes
storcli /cx/bbu show properties
このコマンドで、リキャリブレーションのプロパティを表示します。
入力例： storcli /c0/bbu show properties
storcli /cx/bbu show status
このコマンドで、バッテリの状態を表示します。
入力例： storcli /c0/bbu show status
storcli /cx/bbu start learn
このコマンドで、リキャリブレーションを開始します。
入力例： storcli /c0/bbu start learn

5.4.7. エンクロージャのコマンド
次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/ex download src=filepath[forceActivate]
storcli /cx/ex show all
storcli /cx/ex show status
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/ex download src=filepath [forceactivate]
このコマンドで、エンクロージャのファームウェアをフラッシュします。次のオプションを使用できます。
表 50: エンクロージャのコマンドオプション

NOTE:

オプション

値の範囲

説明

forceactivate

—

Command Discriptor Block (CDB)をモード 0x0F (flash download already
in progress)で実行する

StorCLIは、ファームウェアイメージの検証は行わず、指定されたファイルが正しいものとして動作します。

入力例： storcli /c0/e0 download src=c:\file2.bin
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storcli /cx/ex show all
このコマンドで、エンクロージャのInqury データ、エレメントなど、すべての情報を表示します。
入力例： storcli /c0/e0 show all
storcli /cx/ex show status
このコマンドで、エンクロージャとそのエレメントの状態を表示します。
入力例： storcli /c0/e0 show status

5.4.8. PHY のコマンド
次のコマンドをサポートしています：
storcli /cx/px|pall set linkspeed=0(auto)|1.5|3|6|12
storcli /cx/px|pall show
storcli /cx/px|pall show all
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx/px|pall set linkspeed=0(auto)|1.5|3|6|12
このコマンドで、PHYのリンク速度を設定します。速度を1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s, 12 Gb/s, または0 (auto)から選択し
てください。
入力例： storcli /c0/p0 set linkspeed=1.5
storcli /cx/px|pall show
このコマンドで、PHYの基本情報を表示します。
入力例： storcli /c1/p0 show
storcli /cx/px|pall show all
このコマンドで、PHYのすべての情報を表示します。
入力例： storcli /c1/p0 show all

5.4.9. コントローラログのコマンド
次のコマンドをサポートしています:
storcli /cx clear events
storcli /cx delete termlog
storcli /cx show events file=<absolute path>
storcli /cx show eventloginfo
storcli /cx show termlog type=config|contents
コマンドの詳細は次のとおりです。
storcli /cx delete events
このコマンドで、すべてのログエントリを削除します。
入力例： storcli /c0 delete events
storcli /cx delete termlog
このコマンドで、TTY ログ(トラブルシューティングのためのファームウェアログ)を消去します。
入力例： storcli /c0 delete termlog
storcli /cx show events file=<absolute path>
このコマンドで、ログをテキストファイルへ保存します。
入力例： storcli /c0 show events file=C:\Users\brohan\test\eventreports
storcli /cx show eventloginfo
このコマンドで、記録されたログの履歴を表示します。
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入力例： storcli /c0 show eventloginfo type=config
storcli /cx show termlog type=config|contents
このコマンドで、TTYログを表示します。
入力例： storcli /c0 show termlog type=contents

5.5. よく使う操作の例
この項目では、StorCLIでサポートされているコマンドを説明しています。
NOTE:

StorCLIは、大文字・小文字を区別しません。

CAUTION: コマンドのオプションを誤ると、コマンドが失敗します。

5.5.1. StorCli のバージョンを表示する
次のコマンドで、コマンドラインツールのバージョンを表示します：
storcli -v

5.5.2. StorCli のヘルプを表示する
次のコマンドで、コマンドラインツールのヘルプを表示します：
storcli -h
すべてのStorCliコマンドに対してヘルプを表示できます。

5.5.3. システムの概要情報を表示する
次のコマンドで、すべてのコントローラの概要を表示します：
storcli show [all]

5.5.4. コントローラ上の空きスペースを表示する
次のコマンドで、コントローラ上にある空きスペースを表示します：
storcli /cx show freespace

5.5.5. ロジカルドライブを追加する
次のコマンドで、ロジカルドライブを作成します：
storcli /cx add vd type=raid[0|1|5|6|10|50|60][Size=<VD1_Sz>,<VD2_Sz>,..|*all] [name=<VDNAME1>,..]
drives=e:s|e:s-x|e:s-x,y [PDperArray=x|auto*] [SED] [pdcache=on|off|*default][pi]
[DimmerSwitch(ds)=default|automatic(auto)| *none|maximum(max)|MaximumWithoutCaching(maxnocache)]
[wt|*wb|awb] [nora|*ra] [*direct|cached][strip=<8|16|32|64|128|256|512|1024] [AfterVd=x]
[Spares=[e:]s|[e:]s-x|[e:]s-x,y][Cbsize = 0|1|2 Cbmode = 0|1|2][force]
ロジカルドライブを追加する際、次の入力を使用できます：
- ロジカルドライブを追加する対象コントローラ
- ロジカルドライブのRAID種類、0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- ロジカルドライブのサイズ
- ロジカルドライブ作成に使用する物理ドライブ、drives= e:s|e:s-x|e:s-x,y
このとき：
e にエンクロージャ番号を指定
s にそのエンクロージャ上のスロット番号を指定
e:s-exは、エンクロージャの複数スロットをまとめて指定する場合
- アレイ内の物理ドライブ数
- SEDオプションを指定し、セキュリティが有効なドライブを作成
- PDcacheオプションをonまたはoffに設定
- piオプションでprotection informationを有効に設定
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-

Dimmer Switchで節電機能のポリシーを設定
wt オプションでWrite Backを無効化
noraオプションでread aheadを無効化
cachedオプションでcached memoryを無効化
stripオプションでstripサイズを指定、8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024
AfterVdXオプションで、指定されたロジカルドライブの後の空き領域に作成

NOTE: * と書かれているオプションは、ロジカルドライブを作成する際のデフォルトを示します。値が指定されていない場合、デフォル
ト値が使用されます。

例えば：
/cx add vd type=r1 drives=0:10-15 WB Direct strip=64
このコマンドでは、RAID1のRAIDボリュームを、エンクロージャ0のスロット10 ～ 15の物理ドライブを使用して作成
します。ストライプサイズは64kbとなります。

5.5.6. ロジカルドライブのキャッシュポリシーを設定する
次のコマンドで、ロジカルドライブのライトキャッシュポリシーを設定します：
storcli /cx /v([|all) set wrcache=wt|wb|awb
このコマンドで、wt (write through), wb (write back), awb (always write back)のいずれかに設定できます。

5.5.7. ロジカルドライブの情報を表示する
次のコマンドで、コントローラ上のすべてのロジカルドライブの情報を表示します：
storcli /cx /vall show [all]

5.5.8. ロジカルドライブを削除する
次のコマンドでロジカルドライブを削除します：
storcli /c[/v([|all) del [cc|cachecade]
ロジカルドライブを削除するとき、次の入力が必要です：
- ロジカルドライブが存在している対象コントローラ
- 削除する対象のロジカルドライブ、またはvallオプションを使用してすべてのロジカルドライブを指定
- ccまたはcachecadeオプションで、CacheCadeドライブが対象であることを指定

5.5.9. コントローラファームウェアの書き込み
次のコマンドで、コントローラファームウェアを書き込みます：
storcli /c[ download file=filepath [fwtype=<YDOXH>] [nosigchk] [noverchk] [resetnow]
詳細は、「コントローラファームウェアのフラッシュのコマンド」を参照してください。

5.6. CLI のエラーメッセージ
この付録では、エラーメッセージを一覧しています。
番号
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09

メッセージ文字列
Command completed successfully
Invalid command
DCMD opcode is invalid
Input parameters are invalid
Invalid sequence number
Abort isn't possible for the requested command
Application 'host' code not found
Application already in use - try later
Application not initialized
Given array index is invalid
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0x0a
0x0b
0x0c
0x0d
0x0e
0x0f
0x10
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1a
0x1b
0x1c
0x1d
0x1e
0x1f
0x20
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x2d
0x2e
0x2f
0x30
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3a
0x3b
0x3d
0x3e
0x3f
0x40
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46

Unable to add missing drive to array, as row has no empty slots
Some of the CFG resources conflict with each other or the current config
Invalid device ID / select-timeout
Drive is too small for requested operation
Flash memory allocation failed
Flash download already in progress
Flash operation failed
Flash image was bad
Downloaded flash image is incomplete
Flash OPEN was not done
Flash sequence is not active
Flush command failed
Specified application doesn't have host-resident code
LD operation not possible - CC is in progress
LD initialization in progress
LBA is out of range
Maximum LDs are already configured
LD is not OPTIMAL
LD Rebuild is in progress
LD is undergoing reconstruction
LD RAID level is wrong for requested operation
Too many spares assigned
Scratch memory not available - try command again later
Error writing MFC data to SEEPROM
Required HW is missing (i.e. Alarm or BBU)
Item not found
LD drives are not within an enclosure
PD CLEAR operation is in progress
Unable to use SATA(SAS) drive to replace SAS(SATA)
Patrol Read is disabled
Given row index is invalid
SCSI command done, but non-GOOD status was received-see mf.hdr.extStatus for
SCSI_STATUS
IO request for MFI_CMD_OP_PD_SCSI failed - see extStatus for DM error
Matches SCSI RESERVATION_CONFLICT
One or more of the flush operations failed
Firmware real-time currently not set
Command issues while firmware in wrong state (i.e., GET RECON when op not active)
LD is not OFFLINE - IO not possible
Peer controller rejected request (possibly due to resource conflict)
Unable to inform peer of communication changes (retry might be appropriate)
LD reservation already in progress
I2C errors were detected
PCI errors occurred during XOR/DMA operation
Diagnostics failed - see event log for details
Unable to process command as boot messages are pending
Returned in case if foreign configurations are incomplete
Returned in case if a command is tried on unsupported hardware
CC scheduling is disabled
PD CopyBack operation is in progress
Selected more than one PD per array
Microcode update operation failed
Unable to process command as drive security feature is not enabled
Controller already has a lock key
Lock key cannot be backed-up
Lock key backup cannot be verified
Lock key from backup failed verification
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0x47
0x48
0x49
0x4a
0x4b
0x4c
0x4d
0x4e
0x4f
0x50
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5a
0x5b
0x5c
0xFF
0x5d
0x5e
0x5f
0x60
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6a
0x6b
0x6c
0x6d
0x6e
0x6f
0x70
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79

Rekey operation not allowed, unless controller already has a lock key
Lock key is not valid, cannot authenticate
Lock key from escrow cannot be used
Lock key backup (pass-phrase) is required
Secure LD exist
LD secure operation is not allowed
Reprovisioning is not allowed
Drive security type (FDE or non-FDE) is not appropriate for requested operation
LD encryption type is not supported
Cannot mix FDE and non-FDE drives in same array
Cannot mix secure and unsecured LD in same array
Secret key not allowed
Physical device errors were detected
Controller has LD cache pinned
Requested operation is already in progress
Another power state set operation is in progress
Power state of device is not correct
No PD is available for patrol read
Controller reset is required
No EKM boot agent detected
No space on the snapshot repository VD
For consistency SET PiTs, some PiT creations might fail and some succeed
Invalid status - used for polling command completion
Secondary iButton cannot be used and is incompatible with controller
PFK doesn't match or cannot be applied to the controller
Maximum allowed unconfigured (configurable) PDs exist
IO metrics are not being collected
AEC capture needs to be stopped before proceeding
Unsupported level of protection information
PDs in LD have incompatible EEDP types
Request cannot be completed because protection information is not enabled
PDs in LD have different block sizes
LD Cached data is present on a (this) SSCD
Config sequence number mismatch
Flash image is not supported
Controller cannot be online-reset
Controller booted to safe mode, command is not supported in this mode
SSC memory is unavailable to complete the operation
Peer node is incompatible
Dedicated hot spare assignment is limited to array(s) with same LDs.
Signed component is not part of the image
Authentication failure of the signed firmware image
Flashing was ok but FW restart is not required, ex: No change in FW from current
FW is in some form of restricted mode, example: passive in A/P HA mode
The maximum number of entries are exceed.
Cannot start the subsequent flush because the previous flush is still active.
Status is ok but a reboot is need for the change to take effect.
Cannot perform the operation because the background operation is still in progress.
Operation is not possible.
Firmware update on the peer node is in progress.
Hidden policy is not set for all of the virtual drives in the drive group that contains this virtual
drive.
Indicates that there are one or more secure system drives in the system.
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6. RAID 構成された物理ドライブの交換
6.1. 交換手順の概要
この章では、故障または故障予測が発生した物理ドライブの交換手順を説明しています。
冗長性のあるロジカルドライブでは、故障したドライブの代わりに新しいドライブを接続することで、自動的にリビ
ルドが行われます。また、ドライブの自己診断機能による故障予測が検出された際、ドライブが故障する前に冗
長性を保ったままドライブの交換を行うことができます。
冗長性のないロジカルドライブでは、ドライブが故障した後はデータが失われているため、そのロジカルドライブを
一度削除した上で、データをバックアップ等から復旧させる必要があります。
ドライブの交換は、RAID管理ツールで物理ドライブおよびロジカルドライブの状態を確認しながら実施します。手
順中で指示されている各操作の方法については、ServerView RAID Managerまたは、HII Configuration Utility、
IRMC S4/S5 WebUI等、各管理ツールのマニュアルを参照してください。
NOTE: 使用可能なRAID管理ツールはお使いの構成によって異なります。
NOTE: iRMC WebUIを使用する作業は、ホットスワップ対応のドライブベイを想定しています。また、アレイコントローラおよ
び物理ドライブに対して設定変更・管理操作などを行う場合は、これらの操作をサポートする構成でのみ行うことができま
す。設定変更・管理操作をサポートしない構成をお使いの場合は必要に応じて、ServerView RAID Manager、HII
Configuration Utilityなどを使用してください。
NOTE: ServerView RAID Managerを使用する場合、実施する作業によってはシステム管理者権限によるServerView RAID
Managerへのログインおよび編集モードへの変更が必要となります。作業完了後、編集禁止モードへの変更または、
ServerView RAID Managerを終了してください。

6.2. RAID 管理ツールによるドライブの状態表示
物理ドライブの交換は、RAID管理ツールを使用して各ドライブの状態を確認しながら実施します。使用するRAID管
理ツールによって、状態の表示が異なります。本章の手順では、ServerView RAID Managerによる表記を記載して
います。
表 51: RAID 管理ツールによる物理ドライブの状態表示
Server View RAID
Manager
オンライン
故障
故障(またはディスク
が認識されていませ
ん)
未構成または故障
オフライン
グローバルホットスペ
ア
専用ホットスペア
利用可能
コピーバック
リビルド中
※1

HII Configuration
Utility
Online
Failed

iRMC S4 WebUI

iRMC S5 WebUI

Operational
Failed

動作中
失敗

Missing ※1

表示されません

表示されません

Unconfigured Bad
Offline

Failed
Offline

Hot Spare

Global Hotspare

Hot Spare
Unconfigured Good
Replacing
Rebuilding

Dedicated Hotspare
Available
Copyback
Rebuilding

失敗
オフライン
グローバルホットスペ
ア
専用ホットスペア
可能
コピーバック
リビルド中

ロジカルドライブ配下の物理ドライブ一覧の表示に表示されます

NOTE: 物理ドライブに故障予測（SMARTエラー）が検出された場合は、「オンライン/SMARTエラー」等、状態表示と併せて表
示されます。
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表 52:RAID 管理ツールによるロジカルドライブの状態表示
Server View RAID
Manager
オンライン
クリティカル
部分的クリティカル
故障

HII Configuration
Utility
Optimal
Degraded
Partially Degraded
Offline

iRMC S4 WebUI

iRMC S5 WebUI

Operational
Degraded
Partially Degraded
Failed

動作中
デグレード
部分デグレード
失敗

6.3. 冗長性があるロジカルドライブでの手順
6.3.1. 故障したドライブの交換（ホットスペアドライブ無し）
故障したドライブを新しいドライブに交換し、リビルドによってアレイ構成を修復する手順を説明します。
1. 故障した物理ドライブの搭載位置を特定します。故障した物理ドライブは、以下いずれかの状態となりま
す。
◼ 故障
◼ 未構成または故障
◼ 故障(またはディスクが認識されていません)
2. 対象の物理ドライブを含むロジカルドライブの状態を確認します。以下いずれかの状態となります。
◼ クリティカル
◼ 部分的クリティカル
3. 交換対象のドライブを、新しいドライブに交換します。
4. 交換したドライブに対して、リビルドが開始されたことを確認します。
NOTE: 自動でリビルドが開始されなかった場合は、Auto Rebuild設定が無効となっている可能性があります。この場合は手動でリビ
ルドを開始してください。

6.3.2. 故障したドライブの交換（ホットスペアドライブ有り）
ホットスペアドライブがある構成の場合、ドライブが故障するとホットスペアドライブに対して自動的にリビルドが開
始されます。その後故障したドライブを新しいドライブに交換し、アレイ構成を修復する手順を説明します。
1. 故障した物理ドライブの搭載位置を特定します。故障した物理ドライブは、以下いずれかの状態となりま
す。
◼ 故障
◼ 未構成または故障
また、ホットスペアとして設定されていた物理ドライブは、以下いずれかの状態となります。
◼ リビルド中
◼ オンライン （ホットスペアリビルドが完了した場合）
2. 対象の物理ドライブを含むロジカルドライブの状態を確認します。以下いずれかの状態となります。
◼ クリティカル
◼ 部分的クリティカル
◼ オンライン （ホットスペアリビルドが完了した場合）
3. 交換対象のドライブを、新しいドライブに交換します。
4. 交換したドライブに対して、自動でコピーバックが開始されたことを確認します。
NOTE: コピーバックの完了後、自動でホットスペアドライブが再割り当てされます。
NOTE: ホットスペアリビルドの進捗中に交換した場合は、ホットスペアリビルドの完了後、コピーバックが開始されます。

6.3.3. ドライブの予防交換（ホットスペアドライブ無し）
物理ドライブに問題が発生した際、物理ドライブ自身が持つ自己診断機能によって、故障予測（SMARTエラー）が
アレイコントローラに通知されることがあります。実際に物理ドライブが故障状態になる前に、物理ドライブを予防
交換する手順について説明します。
1. 交換対象の物理ドライブを特定します。物理ドライブの状態表示と併せて「SMART エラー」表記がある場
合、予防交換対象となります。
12GB/s MegaRAID Tri-Mode Software User Guide - 日本語

121

NOTE: ドライブの状態によって、一度表示された故障予測(SMART エラー)表示が時間経過やシステム再起動によって表示
されなくなることがあります。RAID管理ツール上の表示で故障予測表示が確認できない場合は、イベントログを参照し、故
障予測のイベントが記録されているドライブのSlot番号を確認してください。
NOTE: SMARTエラーが発生したことがある物理ドライブは、物理ドライブの詳細情報の「SMARTエラー数」が1以上の表示と
なります。

2.

対象の物理ドライブを含むロジカルドライブの状態が「オンライン」であることを確認します。
NOTE: ロジカルドライブの状態が「クリティカル」または、「部分的クリティカル」となっている場合は、予防交換の実施前に
故障している物理ドライブを交換してください。

3.

予防交換対象の物理ドライブをオフラインに設定します。
NOTE: iRMC WebUIを使用する構成にて、iRMCがアレイコントローラの管理操作をサポートしていない場合は、Locate機能
を使用して故障LEDを点灯させます。

4.
5.

予防交換対象の物理ドライブを、新しいドライブに交換します。
交換したドライブに対して、リビルドが開始されたことを確認します。
NOTE: 自動でリビルドが開始されなかった場合は、Auto Rebuild設定が無効となっている可能性があります。この場合は
手動でリビルドを開始してください。

6.3.4. ドライブの予防交換（ホットスペアドライブ有り）
ホットスペアドライブが設定されている構成の場合、物理ドライブに故障予測(SMARTエラー)が検出されると、アレ
イコントローラはホットスペアドライブに対して、自動的にコピーバック（Replace Drive）を開始します。本項では故
障予測が発生したドライブの交換手順を説明します。
NOTE: 「SMART検出時のコピーバック」設定が有効（工場出荷設定）の場合の動作です。本設定が無効の場合、コピーバッ
クは開始されません。「ドライブの予防交換（ホットスペアドライブ有り／手動による手順）」の手順を実施してください。

1.

交換対象の物理ドライブを特定します。物理ドライブの状態表示と併せて「SMART エラー」表記がある場
合、予防交換対象となります。
NOTE: 物理ドライブの状態によって、一度検出された故障予測(SMART エラー)表示が時間経過やシステム再起動によって
故障予測状態でなくなくなることがあります。RAID管理ツール上の表示で故障予測表示が確認できない場合は、イベントロ
グを参照し、故障予測のイベントが記録されているドライブのSlot番号を確認してください。
NOTE: SMARTエラーが発生したことがある物理ドライブは、物理ドライブの詳細情報の「SMARTエラー数」が1以上の表示と
なります。

2.

ホットスペアドライブに対してコピーバックが進捗中の場合は、完了を待ちます。
NOTE: コピーバックが完了すると、交換対象となる故障予測が検出されたドライブはアレイ構成から切り離され、状態は
「故障」となります。

3.
4.
5.

ドライブの状態によっては交換対象のドライブの故障 LED が点灯しません。この場合、Locate 機能を使用
して故障 LED を点灯させます。
交換対象の物理ドライブを、新しいドライブに交換します。
交換したドライブに対して、自動でコピーバックが開始されたことを確認します。
NOTE: コピーバックの完了後、自動でホットスペアドライブが再割り当てされます。

6.3.4.1.

ドライブの予防交換（ホットスペアドライブ有り／手動による手順）

ホットスペアドライブが設定されている構成において、「SMART検出時のコピーバック」設定が無効の場合、手動で
予防交換を実施する手順を説明します。
1. 交換対象の物理ドライブを特定します。物理ドライブの状態表示に併せて「SMART エラー」表記がある場
合、予防交換対象となります。
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NOTE: 物理ドライブの状態によって、一度検出された故障予測(SMART エラー)表示が時間経過やシステム再起動によって
故障予測状態でなくなくなることがあります。RAID管理ツール上の表示で故障予測表示が確認できない場合は、イベントロ
グを参照し、故障予測のイベントが記録されているドライブのSlot番号を確認してください。
NOTE: SMARTエラーが発生したことがある物理ドライブは、物理ドライブの詳細情報の「SMARTエラー数」が1以上の表示と
なります。

2.
3.

Locate 機能を使用して、予防交換対象の物理ドライブの故障 LED を点滅させます。
予防交換対象の物理ドライブをオフラインに設定します。ホットスペアドライブに対してリビルドが開始され
ます。
NOTE: iRMC WebUIを使用する構成にて、iRMCがアレイコントローラの管理操作をサポートしていない場合は、予防交換対
象の物理ドライブの故障LEDが点滅していることを確認し、手順4.を実行します。

4.

交換対象の物理ドライブを、新しいドライブに交換します。
交換したドライブは利用可能の状態となります。ホットスペアリビルドの完了後、交換したドライブに対して
自動的にコピーバックが開始されます。

6.4. 冗長性がないロジカルドライブでの手順
冗長性がないRAID0ロジカルドライブでは、以下の順に作業してください。

6.4.1. 故障したドライブの交換
NOTE:
せん。

1.
2.

iRMC WebUIを使用する構成にて、iRMCがアレイコントローラの管理操作をサポートしていない場合は、本項の作業は行えま

ロジカルドライブが残っている場合、そのロジカルドライブを削除します。
物理ドライブを、新しいものに交換します。

NOTE: ホットスワップがサポートされていないサーバでは、サーバの電源を落とし、物理ドライブを交換した後、サーバの電源を入れ
てください。

3.
4.

ロジカルドライブを再作成します。
バックアップから、ロジカルドライブのデータを復旧させます。

6.4.2. ドライブの予防交換（ホットスペアドライブ無し）
ホットスペアドライブが無い場合、故障予測が発生している物理ドライブの予防交換は実施できません。必要に応
じて、そのロジカルドライブにあるデータをバックアップし、「故障したドライブの交換」の手順を実施してください。

6.4.3. ドライブの予防交換（ホットスペアドライブ有り）
1.

交換対象の物理ドライブを特定します。物理ドライブの状態に「SMART エラー」 / 「SMART error」の表示が
ある場合、予防交換対象となります。
NOTE: ドライブの状態によって、一度表示された故障予測(SMART エラー)表示が時間経過やシステム再起動によって表示
されなくなることがあります。RAID管理ツール上の表示で故障予測表示が確認できない場合は、イベントログを参照し、故
障予測のイベントが記録されているドライブのSlot番号を確認してください。
NOTE: SMARTエラーが発生したことがある物理ドライブは、物理ドライブの詳細情報の「SMARTエラー数」が1以上の表示と
なります。

2.

SMART 検出時のコピーバック（Copyback on SMART）設定が有効（工場出荷設定）の場合、予防交換対象
のドライブに故障予測が検出されると、自動的にコピーバック（Replace Drive）が開始されます。
NOTE: 予防交換対象のドライブが故障予測状態でない場合、または自動コピーバック（Copyback on SMART）設定が無効
に設定されている場合は、本手順では対応できません。
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3.

ホットスペアドライブに対してコピーバックが進捗中の場合は、完了を待ちます。
NOTE: コピーバックが完了すると、交換対象のドライブはアレイ構成から切り離され、状態表示は「未構成または故障」とな
り、故障LEDが点灯します。

4.
5.

故障 LED が点灯している交換対象の物理ドライブを、新しいドライブに交換します。
交換したドライブに対して、自動でコピーバックが開始されたことを確認します。
NOTE: コピーバックの完了後、自動でホットスペアドライブが再割り当てされます。

7. アレイコントローラ(PCI カード)の交換
7.1. 概要
この章では、故障したアレイコントローラ(PCIカード)の交換手順を説明しています。
◼ システムのログなどから、あらかじめ交換するアレイコントローラの搭載位置を特定しておいてくださ
い。本手順は、アレイコントローラの搭載位置が判明していることを前提としています。
◼ アレイコントローラ（PCI カード）交換前に、故障または故障予測が発生したドライブが無いようにしてく
ださい。詳細は RAID 管理ツールによるドライブの状態表示を参照してください。ただし、リビルド中の
アレイコントローラ（PCI カード）交換は可能です。交換後、リビルドは先頭から自動で再開されます。
NOTE: アレイコントローラを交換すると、アレイコントローラがロジカルドライブに対して内部的に付与する識別子（World
Wide Identifier, WWID）が再生成され、交換前のWWIDから変更される場合があります。
一方、オペレーティングシステムは、WWIDを元にロジカルドライブ内のパーティションに対して内部的に付与する識別子を
生成します。
この際、オペレーティングシステム＊）によっては、アレイコントローラの交換によってWWIDが変化すると、交換前に生成され
ていた識別子との不整合により、ロジカルドライブ、あるいはパーティションが正常に認識できなくなることがあります。
この場合、オペレーティングシステムの当該設定を更新する必要があります。
VMware ESXiの場合、アレイコントローラの交換後、ボリュームが「スナップショットLUN」として認識され、ボリュームの再
署名が必要となる場合があります。
＊）

7.2. アレイコントローラの交換
1. アレイコントローラの設定値を確認します。
デフォルトから設定を変更している場合は、アレイコントローラ（PCIカード）交換後の設定値の変更が必要になる
ため、ServerView RAIDおよびHII Configuration Utilityの設定値を控えて下さい。
NOTE: 装置の構成によっては、iRMC WebUIよりアレイコントローラ設定値の参照・変更が可能です。詳細はiRMCのマニュ
アル [iRMC S5 - Web インターフェース] をご覧下さい。
NOTE: ServerView RAIDを使用する設定確認手順は、ServerView RAID Managerのマニュアルを参照してください。
NOTE: HII Configuration Utilityを使用する設定確認手順は、コントローラの管理を参照してください。

2.

サーバの電源を落とし、アレイコントローラに接続されているケーブル類を取り外します。
NOTE: 物理的な交換の詳細な手順や注意事項は、サーバ本体のマニュアルを参照してください。

3.

新しいアレイコントローラに交換します。
NOTE: この時点ではケーブル類は接続しないでください。

4.
5.

アレイコントローラのファームウェア版数を確認し、最新でない場合はアップデートしてください。
ケーブル類を再度接続し、サーバの電源を投入してください。
NOTE: この作業の後、FBUのリキャリブレーションが動作する場合があります。リキャリブレーションは数分で完了するた
め、速やかにキャッシュメモリのデータ保護が可能になります。
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6.

交換前のアレイコントローラに SafeStore によるセキュリティ設定が有効化されていた場合、交換前のアレ
イコントローラに設定していたセキュリティ設定を入力し、セキュリティ設定を有効にする必要があります。
セキュリティ設定を復元できない場合、ロジカルドライブのデータを復元することはできません。
NOTE: HII Configuration Utilityによる手順は、セキュリティ設定の有効化と無効化を参照してください。
ATTENTION:
交換後のコントローラには、交換前のアレイコントローラに設定していたものと同一のセキュリティ設定を
入力することを強く推奨します。

7.

物理ドライブの状態を確認してください。
NOTE: HII Configuration Utilityによる手順は、物理ドライブの管理を参照してください。

◼
◼
8.

すべてのドライブが認識されていることを確認してください。
各ドライブのステータスにて(Foreign)表示の有無を確認してください。(Foreign)表示があれば 8 項の
手順にてインポートしてください。表示がなければ 9 項以降の手順を実施してください。
Foreign Configuration が検出されている場合は、それをインポートします。
NOTE: HII Configuration Utilityによる手順は、Foreign Configurationの管理を参照してください。

図 88: Foreign Configuration (HII Configuration Utility)
ATTENTION:
SafeStore機能によって暗号化されたドライブをインポートする際、アレイコントローラのセキュリティ設定に
記録されているセキュリティキーと、インポートするロジカルドライブを暗号化する際に設定したセキュリティキーが異なる
と、有効なセキュリティキーの入力を求める画面が表示されます。この場合、インポートを一旦キャンセルし、交換前と同様
のセキュリティ設定に変更することを強く推奨します。

9.

ロジカルドライブの状態を確認します。
すべてのロジカルドライブが Optimal (または、冗長性のあるロジカルドライブでは Degraded や Partial
Degraded)になっていることを確認してください。特に、OS 起動用ボリュームがあるロジカルドライブに問題
がある場合、OS を起動することができません。
NOTE: HII Configuration Utilityによる手順は、ロジカルドライブの管理を参照してください。

10. 新しいアレイコントローラの設定値を確認します。1 項で確認した設定値を、必要に応じて復元してくださ
い。
NOTE: ServerView RAIDを使用する手順は、ServerView RAID Managerのマニュアルを参照してください。
NOTE: HII Configuration Utilityによる手順は、コントローラの管理を参照してください。
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8. iRMC WebUI (OOB-RAID)による RAID 関連コンポーネントの情報表
示
iRMC S4/S5 WebUIを使用して、アレイコントローラ・物理ドライブ・ロジカルドライブの情報表示および、
物理ドライブのロケートを実施する手順を説明します。

8.1. iRMC S4 WebUI
NOTE: iRMC S4 WebUIは、物理ドライブの取付・取り外しを含む各コンポーネントの状態更新が即時には反映されません。
数分経過後も画面表示が更新されない場合は、WebUI左部メニューより「再読み込み」操作を行って下さい。

8.1.1. アレイコントローラの情報表示
1.
2.

iRMC S4 WebUI にログインします。
[RAID 情報]→[コントローラ]を選択し、アレイコントローラの一覧を確認します。

図 89: アレイコントローラの一覧表示(iRMC S4)

3.

[詳細]を選択すると、アレイコントローラの詳細表示を確認することができます。

図 90: アレイコントローラの詳細表示(iRMC S4)

8.1.2. 物理ドライブの情報表示
1.
2.

iRMC S4 WebUI にログインします。
[RAID 情報]→[物理ディスク]を選択し、一覧からドライブの状態を確認します。
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図 91: 物理ドライブの状態表示(iRMC S4)

3.

[詳細] を選択すると、物理ドライブの詳細表示を確認することができます。リビルド等のバックグラウンドタ
スクが進捗中の場合、「進捗」項に表示されます。

図 92： 物理ドライブの詳細表示(iRMC S4)
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図 93： 物理ドライブの詳細表示(リビルド中, iRMC S4)

8.1.3. 物理ドライブのロケート（保守ランプの点滅）
1.
2.
3.

iRMC S4 WebUI にログインします。
[RAID 情報]→[物理ディスク]を選択し、ドライブの一覧を表示します。
ロケートを実施したいドライブを選択し、[詳細]を選択します。

図 94: 物理ドライブのロケート(iRMC S4)

4.
5.

詳細表示から[位置]を選択すると、保守ランプが点滅します。
[Stop location]を選択すると、保守ランプの点滅が停止します。

8.1.4. ロジカルドライブの情報表示
1.
2.

iRMC S4 WebUI にログインします。
[RAID 情報]→[論理デバイス]を選択し、ロジカルドライブの一覧を表示します。

図 95:ロジカルドライブの一覧表示(iRMC S4)

3.

[詳細] を選択すると、ロジカルドライブの詳細表示および、使用している物理ディスクの一覧を確認するこ
とができます。
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図 96: ロジカルドライブの詳細表示(iRMC S4)
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8.2. iRMC S5 WebUI (ファームウェアバージョン 2.xP 以下)
本項は、iRMC S5 ファームウェアバージョン2.xPを使用してアレイコントローラに接続された各コンポーネントの情報表示および物理ドラ
イブのロケートを行う手順について記載しています。iRMC S5 ファームウェアバージョン3.xPを使用してアレイコントローラの管理を行う
手順については、iRMCのマニュアル [iRMC S5 - Web インターフェース]を参照してください。
NOTE: iRMC S5 WebUIは、物理ドライブの取付・取り外しを含む各コンポーネントの状態更新が即時には反映されません。数分経過
後も画面表示が更新されない場合は、ブラウザのリロード（最新の状態に更新）操作を行って下さい。

8.2.1. アレイコントローラの情報表示
1.
2.

iRMC S5 webUI にログインします。
[システム]→[外部ストレージ]を選択すると、アレイコントローラの一覧が表示されます。

図 97: アレイコントローラの選択(iRMC S5)

3.

対象コントローラの「 」を選択すると、アレイコントローラの情報表示および、接続されている物理ドライブ
とロジカルドライブの一覧が表示されます。

図 98: アレイコントローラの情報表示(iRMC S5)
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8.2.2. 物理ドライブの情報表示
1.
2.
3.

iRMC S5 webUI にログインします。
[システム]→[外部ストレージ]→対象コントローラの「 」を選択し、物理ドライブの一覧を表示します。
状態を確認したいドライブの「 」を選択すると、物理ドライブの詳細情報が表示されます。

図 99:物理ドライブの状態表示(iRMC S5)

4.

リビルド等のバックグラウンドタスクが行われている場合、進捗状況は、物理ドライブの「動作」行に表示さ
れます。

図 100: リビルドの進捗(iRMC S5)

8.2.3. 物理ドライブのロケート（保守ランプの点滅）
1.
2.

iRMCS5 webUI にログインします。
[システム]→[外部ストレージ]→対象コントローラの「 」を選択し、物理ドライブの一覧を表示します。

3.

対象の物理ドライブの

ボタンを選択すると、故障ランプが点滅します。

図 101:物理ドライブのロケート(iRMC S5)

4.

再度

ボタンを選択すると、保守ランプの点滅が停止します。
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8.2.4. ロジカルドライブの情報表示
1.
2.
3.

iRMC S5 webUI にログインします。
[システム]→[外部ストレージ]→対象コントローラの「 」を選択し、ロジカルドライブの一覧を表示します。
状態を確認したいロジカルドライブの「 」を選択すると、ロジカルドライブの詳細情報が表示されます。

図 102: ロジカルドライブの情報表示(iRMC S5)
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付録A

コントローラログ

MegaRAIDファームウェアがコントローラログに記録するイベントを記載します。コントローラログはアレイコントロー
ラに記録され、HII Configuration UtilityやStorCLIを使用して採取することができる調査用の内部ログです。

A.1 エラーレベル
各イベントには、下表のとおり、イベントの重要度を示すSeverity(重要度)レベルが設定されています。コントロー
ラログに設定されているSeverity Levelは、ServerView RAID Manager等外部に記録されるSeverity Levelと必ずしも
一致しません。
表 53: イベントエラーレベル
Severity Level

意味

Information

情報提供のみ。対処は不要です。

Warning

いくつかのコンポーネントについて問題に繋がる可能性があります。

Critical

コンポーネントに問題が発生しています。ただしシステムのデータは維持されています。

Fatal

コンポーネントに問題が発生しています。データロストが発生しているか、または発生する
可能性があります。

A.2 コントローラログ一覧
下記表にコントローラログの一覧を示します。イベントメッセージ本文には、イベント生成時に特定の値に置き換え
られる文字を含んでいます。例えば、メッセージID0x0001のイベントテキストの“%s”は、イベントの生成時にファー
ムウェア版数に置き換えられます。
表 54: イベントメッセージ一覧
ID

Severity

Event Description

0x0000

Information

0x0001
0x0004
0x0007
0x0008
0x0009

Information
Information
Information
Information
Information

0x000a

Fatal

MegaRAID firmware
initialization started (PCI
ID %04x/%04x/%04x/%04x)
MegaRAID firmware version %s
Configuration cleared
Alarm disabled by user
Alarm enabled by user
Background initialization rate
changed to %d%%
Controller cache discarded due
to memory/battery problems

0x000c

Information

0x000d

Fatal

0x000e

Information

0x000f

Fatal

0x0010
0x0011

Information
Information

Cache data recovered
successfully
Controller cache discarded due
to firmware version
incompatibility

想定される発生原因

対処

ハードウェアの問題によりキャッ 修理相談窓口へ連絡してください。
シュが破棄された際に記録され
ます。

ファームウェアバージョンの不整 1.最新の RAID コントローラ、iRMC ファ
合により、キャッシュデータが破 ームウェア、BIOS がインストールされて
棄された際に記録されます。
いることを確認してください。
2. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。

Consistency Check rate changed
to %d%%
Fatal firmware error: %s
致命的なエラーが発生した際
1. 交流電源を切断してください。30 秒
や、デバッグモニタモードに入っ 待ってから、再接続してください。
た際に記録されます。
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
Factory defaults restored
Flash downloaded image
ダウンロードしたイメージが破損 1. 再びダウンロードしてください。
corrupt
していることを通知する際に記 2. フラッシュを再試行してください。
録されます。
3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。

12GB/s MegaRAID Tri-Mode Software User Guide - 日本語

133

0x0012

Critical

Flash erase error

0x0013

Critical

Flash timeout during erase

0x0014

Critical

Flash error

0x0015
0x0016

Information
Information

0x0017

Critical

Flashing image: %s
Flash of new firmware images
complete
Flash programming error

0x0018

Critical

Flash timeout during
programming

0x0019

Critical

Flash chip type unknown

0x001a

Critical

Flash command set unknown

0x001b

Critical

Flash verify failure

0x001c

Information

0x001d

Information

0x001e
0x001f
0x0020

Information
Information
Fatal

Flush rate changed to %d
seconds
Hibernate command received
from host
Event log cleared
Event log wrapped
Multi-bit ECC error: ECAR=%x,
ELOG=%x, (%s)

0x0021

Warning

Single-bit ECC error: ECAR=%x,
ELOG=%x, (%s)

0x0022
0x0023
0x0024
0x0025

Fatal
Information
Information
Information

0x0026
0x0027
0x0028

Information
Information
Information

0x0029

Information

0x002a

Information

Not enough controller memory
Patrol Read complete
Patrol Read paused
Patrol Read Rate changed
to %d%%
Patrol Read resumed
Patrol Read started
Reconstruction rate changed to
%d%%"
Drive group modification rate
changed to %d%%
Shutdown command received
from host

フラッシュイレースに失敗した
1. 再びダウンロードしてください。
際、通常はフラッシュアップデー 2. フラッシュを再試行してください。
トの後に記録されます。
3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
フラッシュイレース処理がタイム 1. 再びダウンロードしてください。
アウトした際に記録されます。
2. フラッシュを再試行してください。
3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
フラッシュアップデート中の不明 1. 再びダウンロードしてください。
な内部エラー。
2. フラッシュを再試行してください。
3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。

フラッシュアップデートにおいて
書き込みが失敗したことを通知
する際に記録されます。通常は
コントローラの内部設定により抑
止されている
フラッシュ書き込み処理がタイム
アウトしたことを通知する際に記
録されます

1. 再びダウンロードしてください。
2. フラッシュを再試行してください。
3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。

メモリの ECC マルチビットエラー
を通知する為に記録されます。
ELOG:ecc 情報(ソース・タイプ・シ
ンドローム), ECAR:ecc アドレス
メモリの ECC シングルビットエラ
ーを通知する為に記録されま
す。ELOG:ecc 情報(ソース・タイ
プ・シンドローム), ECAR:ecc アド
レス

問題が繰り返し発生する場合は、修理
相談窓口へ連絡してください。

1. 再びダウンロードしてください。
2. フラッシュを再試行してください。
3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
フラッシュアップデートがサポー 1. 再びダウンロードしてください。
トされていないチップ種に対して 2. フラッシュを再試行してください。
試行された際に記録されます。 3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
サポートされていないフラッシュ 1. 再びダウンロードしてください。
コマンドセットを検出した際に記 2. フラッシュを再試行してください。
録されます。多くの場合はサポ 3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
ートされていないフラッシュチッ 連絡してください。
プによる。
書き込まれたフラッシュデータと 1. 再びダウンロードしてください。
元データのコンペアエラーが発 2. フラッシュを再試行してください。
生した際に記録されます。
3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
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0x002b
0x002c

Information
Information

Test event: %s
Time established as %s; (%d
seconds since power on)
User entered firmware
debugger
Background Initialization
aborted on
%s

0x002d

Information

0x002e

Warning

0x002f

Warning

Background Initialization
corrected medium error (%s
at %lx)

0x0030

Information

0x0031

Fatal

Background Initialization
completed on %s
Background Initialization
completed with uncorrectable
errors on %s

0x0032

Fatal

0x0033

Critical

0x0034

Progress

0x0035

Information

0x0036

Information

0x0038

Warning

0x0039

Warning

Consistency Check corrected
medium error (%s at %lx)

0x003a
0x003b

Information
Information

Consistency Check done on %s
Consistency Check done with
corrections on %s

0x003c

Fatal

Consistency Check detected
uncorrectable double medium
errors (%s at %lx on %s)

ユーザーがバックグラウンド初
期化(BGI)を中止したことを通知
するために記録されます。
バックグラウンド初期化(BGI)中
にメディアエラーを修復したこと
を通知するために記録されま
す。LD 番号、LBA、PD 番号、物
理ドライブの LBA の順に表示さ
れる。

バックグラウンド初期化(BGI)が、
表示された LD において修復不
能なメディアエラーを検出して完
了したことを通知するために記
録されます。
Background Initialization
バックグラウンド初期化(BGI)が
detected uncorrectable double 表示された LD において修復不
medium errors (%s at %lx
能なダブルメディアエラーを検出
on %s)
して完了したことを通知するため
に記録されます。PD 番号、物理
ドライブの LBA、LD 番号の順に
表示される。
Background Initialization failed バックグラウンド初期化(BGI)が
on
表示された LD において失敗し
%s
たことを通知するために記録さ
れます。
Background Initialization
progress on %s is %s
Background Initialization
started on
%s
Policy change on %s from %s
to %s
Consistency Check aborted
整合性確保(MDC)が表示された
on %s
LD にて中止されたことを通知す
るために記録されます。

ある一定の時間が経つと、バックグラウ
ンド初期化(BGI)が自動的に再開されま
す。情報のみ。
当該物理ドライブを交換してください。

整合性確保(MDC)を実施してください。
(例：ServerView RAID Manager 経由)。

1. 当該物理ドライブを交換してくださ
い。
2. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。

RAID 構成を確認してください。

1. 整合性確保(MDC)を再開してくださ
い。
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
整合性確保(MDC)がメディアエラ 当該物理ドライブを交換してください。
ーを修正した際に記録されま
す。
Consistency Check がチェック中 もう一度整合性確保(MDC) を手動で実
に検出した整合性不一致を修正 施してください
し、完了した際に記録されます。 (例：ServerView RAID Manager 経由)。
問題が解決しない場合、次の操作を実
行してください。
1. 当該論理ドライブからデータをバック
アップしてください。
2. 当該論理ドライブを削除し、再び作
成してください。
3. データをリストアしてください。
4. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
整合性確保(MDC)がチェック中 1. 当該物理ドライブを交換してくださ
に修復不能なダブルメディアエラ い。
ーを検出した際に記録されま
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
す。
連絡してください。
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0x003d

Critical

0x003e

Fatal

0x003f

Warning

0x0040

Warning

0x0041

Progress

0x0042
0x0043
0x0044

Information
Warning
Critical

0x0045

Progress

0x0046
0x0047
0x0048
0x0049

Information
Information
Information
Information

0x004a
0x004b

Information
Fatal

Consistency Check failed on %s

整合性確保(MDC)が致命的なエ 1. もう一度整合性確保(MDC)を手動で
ラーによって異常終了した際に 実施してください(例：ServerView RAID
記録されます。
Manager 経由)。
2. 再発する場合は、当該物理ドライブ
を交換してください。
3. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
Consistency Check completed
整合性確保(MDC)が修復不能な もう一度整合性確保(MDC) を手動で実
with uncorrectable data on %s エラーを検出し、終了した際に記 施してください
録されます。
(例：ServerView RAID Manager 経由)。
問題が解決しない場合、次の操作を実
行してください。
1. 当該論理ドライブからデータをバック
アップしてください。
2. 当該論理ドライブを削除し、再び作
成してください。
3. データをリストアしてください。
4. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
Consistency Check found
整合性確保(MDC)がストライプ 論理ドライブが初期化されているか確
inconsistent parity on %s at
のパリティに不整合を検出した 認してください。初期化されている場合
strip %lx
際に記録されます。
は、次を確認してください。
1. データをバックアップしてください。
2.整合性確保を開始してください。
3. バックアップデータと論理ドライブの
データを比較してください。
4. 異なる場合(データ損失)、最後に整
合性のとれたデータをリストアしてくださ
い。
Consistency Check inconsistency 整合性確保(MDC)が大量(10 個 論理ドライブが初期化されているか確
logging disabled on %s (too
以上)の整合性不一致を検出
認してください。初期化されている場合
many inconsistencies)
し、整合性不一致検出ログを停 は、次を確認してください。
止した際に記録されます。
1. データをバックアップしてください。
2.整合性確保を開始してください。
3. バックアップデータと論理ドライブの
データを比較してください。
4. 異なる場合(データ損失)、最後に整
合性のとれたデータをリストアしてくださ
い。
Consistency Check progress
on %s is
%s
Consistency Check started on %s
Initialization aborted on %s
Initialization failed on %s
Initialization が異常終了した際 1. もう一度、初期化を開始してくださ
に記録されます。
い。
2. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
Initialization progress on %s
is %s
Fast initialization started on %s
Full initialization started on %s
Initialization complete on %s
LD Properties updated to %s
(from
%s)
Reconstruction complete on %s
Reconstruction of %s stopped
Reconstruction が修復不能なエ 注意：論理ドライブが故障しています(マ
due to unrecoverable errors
ラーによって停止した際に記録 ルチデッド)。
されます。
1. 故障したドライブを交換してください。
2. 新規構成を作成し、最後に整合性の
とれた データをリストアしてください。
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0x004c

Fatal

Reconstruct detected
uncorrectable double medium
errors (%s at %lx on
%s at %lx)

0x004d

Progress

0x004e
0x004f

Information
Fatal

Reconstruction progress on %s
is %s
Reconstruction resumed on %s
Reconstruction resume of %s
failed due to configuration
mismatch

0x0050
0x0051

Information
Information

0x0052
0x0053

Information
Critical

0x0054
0x0055
0x0056
0x0057

Progress
Information
Information
Warning

0x0058
0x0059
0x005b
0x005c

Information
Information
Information
Warning

0x005d

Warning

0x005e

Progress

0x005f

Fatal

Patrol Read progress on %s
is %s
Patrol Read found an
uncorrectable medium error
on %s at %lx

0x0060

Critical

Predictive failure: CDB: %s

0x0061

Fatal

Patrol Read puncturing bad
block on
%s at %lx

0x0062

Information

Rebuild aborted by user on %s

0x0063
0x0064

Information
Information

Rebuild complete on %s
Rebuild complete on %s

Reconstruction started on %s
State change on %s from %s
to %s
Drive Clear aborted on %s
Drive Clear failed on %s
(Error %02x)

Reconstruction の進捗中、修復 1. 当該物理ドライブを交換してくださ
不能なダブルメディアエラーを検 い。
出した際に記録されます。
2. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。

Reconstruction のレジュームが 1. RAID 構成および追加情報のイベント
構成の不一致によって失敗した ログを確認してください。
際に記録されます。
2. 当該論理ドライブからデータをバック
アップしてください。
3. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。

物理ドライブの消去が失敗した 当該物理ドライブを交換してください。
際、エラーコードと共に記録され
ます。

Drive Clear progress on %s is %s
Drive Clear started on %s
Drive Clear completed on %s
Error on %s (Error %02x)
Read 時にメディアエラーまたは、
両方のドライブに同一のエラー
が発生、または write long コマ
ンドがエラーとなった際に記録さ
れます。(例：不良セクタ処理の
失敗)
Format complete on %s
Format started on %s
Drive inserted: %s
Drive %s is not supported
ドライブが非サポートの際に記
録されます。原因としては、搭載
可能な台数を超えて搭載した場
合、SAS 専用のエンクロージャー
に SATA ドライブ等の非サポート
のドライブを挿入した場合等が
考えられる。
Patrol Read corrected medium Patrol Read が検出したメディア
error on %s at %lx
エラーを修復した際に記録され
ます。

Patrol Read が修復不能なメディ
アエラーを検出した際に記録さ
れます。
smart のポーリングにて故障予
測を検出した際に記録されま
す。

当該物理ドライブを交換してください。

対応している物理ドライブをインストー
ルしてください。

1. 当該物理ドライブを交換してくださ
い。
2. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。

当該物理ドライブを交換してください。

注意：物理ドライブから故障予測 が通
知されました。当該物理ドライブがまも
なく故障する可能性があります。
1. 次回のメンテナンス時に、物理ドライ
ブを 交換してください。
Patrol Read が修復不能なメディ 1. 当該物理ドライブを交換してくださ
アエラーを pucture 処理した際に い。
記録されます。
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
ユーザーが Rebuild を中断した 注意：リビルドは、ユーザによって中断
際に記録されます。
されました。
注意：当該 RAID アレイはクリティカルで
す。
1. すぐにリビルドを再開してください。
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0x0065

Critical

Rebuild failed on %s due to
source drive error

0x0066

Critical

Rebuild failed on %s due to
target drive error

0x0067
0x0068
0x0069
0x006a

Progress
Information
Information
Information

0x006c

Fatal

Rebuild progress on %s is %s
Rebuild resumed on %s
Rebuild started on %s
Rebuild automatically started
on %s
Reassign write operation failed Reassign write 処理中に check
on
condition またはメディアエラー
%s at %lx
を検出した際に記録されます。

0x006d

Fatal

Unrecoverable medium error
during rebuild on %s at %lx

0x006e

Information

0x006f

Fatal

Corrected medium error during
recovery on %s at %lx
Unrecoverable medium error
during recovery on %s at %lx

0x0070

Information

Drive removed: %s

0x0071

Warning

Unexpected sense: %s, CDB%s,
Sense: %s

0x0072

Information

0x0077

Critical

State change on %s from %s
to %s
SAS topology error: Loop
detected

0x0078

Critical

SAS topology error:
Unaddressable device

0x0079

Critical

SAS topology error: Multiple
ports to the same SAS address

リビルドがソースドライブの故
1. もう一度リビルドを手動で実施してく
障、または取り外されたことによ ださい
って失敗した際に記録されます。 (例：ServerView RAID Manager 経由)。
2. 再発する場合は、当該物理ドライブ
を交換してください。
3. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
リビルドがターゲットドライブの故 1. もう一度リビルドを手動で実施してく
障、または取り外されたことによ ださい
って失敗した際に記録されます。 (例：ServerView RAID Manager 経由)。
2. 再発する場合は、当該物理ドライブ
を交換してください。
3. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。

1. 当該物理ドライブを交換してくださ
い。
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
リビルド I/O 処理中に復元不能 1. 当該物理ドライブを交換してくださ
なメディアエラーを検出した際に い。
記録されます。
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。

失敗した I/O 処理のリカバリ中に 1. 当該物理ドライブを交換してくださ
メディアエラーを検出した際に記 い。
録されます。
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
ドライブがコントローラーから取 注意：当該物理ドライブが取り外された
り外された際に記録されます。 場合、このメッセージは情報です。取り
外していない場合は、次の操作を実行
してください。
1. 当該物理ドライブを取り外し、30 秒
お待ちください。そして再接続してくださ
い。
2. 当該物理ドライブを交換してくださ
い。
3. 当該バックプレーンまたはデータケ
ーブルを交換してください。
4. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
コントローラによりリカバリ処置が施さ
れているため、該当物理ドライブの状
態が正常である限り対処は不要です。

SAS デバイスにおいてループ接
続が検出されたことにより、デバ
イス認識に失敗した際に記録さ
れます。
SAS デバイスにおいてアドレス解
決不能デバイスが検出されたこ
とにより、デバイス認識に失敗し
た際に記録されます。
SAS デバイスにおいて複数ポー
トに同一 SAS アドレスのデバイス
が検出されたことにより、デバイ
ス認識に失敗した際に記録され
ます。
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0x007b

Critical

0x007c

Critical

0x007d

Critical

0x007e

Critical

0x007f

Critical

0x0080

Critical

0x0081

Critical

0x0083

Fatal

0x0084

Information

0x0085

Information

0x0086

Critical

0x0087

Information

0x0088
0x0089

Information
Critical

0x008a
0x008b
0x008c

Information
Information
Information

0x008d

Information

SAS topology error: SMP
timeout

SAS デバイスにおいて SMP
timeout により、デバイス認識に
失敗した際に記録されます。
SAS topology error: Out of route SAS デバイスにおいて expander
entries
route table の out of entries によ
り、デバイス認識に失敗した際
に記録されます。
SAS topology error: Index not
SAS デバイスにおいて expander
found
route table の out of entries によ
り、デバイス認識に失敗した際
に記録されます。
SAS topology error: SMP
SAS デバイスにおいて SMP
function failed
function failure により、デバイス
認識に失敗した際に記録されま
す。
SAS topology error: SMP CRC
SAS デバイスにおいて SMP CRC
error
error により、デバイス認識に失
敗した際に記録されます。
SAS topology error: Multiple
SAS デバイスにおいて
subtractive
subtractive-to-subtractive link が
検出されたことにより、デバイス
認識に失敗した際に記録されま
す。
SAS topology error: Table to
SAS デバイスにおいて table-totable
table link が検出されたことによ
り、デバイス認識に失敗した際
に記録されます。
Unable to access device %s
挿入されたドライブが使用不能
な場合に記録されます。

Dedicated Hot Spare created
on %s (%s)
Dedicated Hot Spare %s
disabled
Dedicated Hot Spare %s no
longer useful for all drive
groups

SAS 構成および配線を確認してくださ
い。
SAS 構成および配線を確認してくださ
い。

SAS 構成および配線を確認してくださ
い。

SAS 構成および配線を確認してくださ
い。

SAS 構成および配線を確認してくださ
い。
SAS 構成および配線を確認してくださ
い。

SAS 構成および配線を確認してくださ
い。

1. 当該物理ドライブを取り外し、30 秒
お待ちください。そして再接続してくださ
い。
2. 当該物理ドライブを交換してくださ
い。
3. 当該バックプレーンを交換してくださ
い。
4. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。

Dedicated Hot Spare が割り当て RAID 構成を確認してください。
られたアレイのサイズが変更さ
れ、Hot Spare が他のアレイに適
用不可となった際に記録されま
す。

Global Hot Spare created on %s
(%s)
Global Hot Spare %s disabled
Global Hot Spare does not cover Global Hot Spare がアレイを保護
all drive groups
するために必要なサイズが不足
しているか、SAS/SATA の要件を
満たしていない際に記録されま
す。
Created %s}
Deleted %s}
Marking LD %s inconsistent due シャットダウン処理中に RAID5 ロ
to active writes at shutdown
ジカルドライブを構成するディス
クに対してアクティブなライト処
理がされた際に記録されます。
Battery Present
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スペアディスク(グローバルホットスペ
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(例：ServerView RAID Manager 経由)。
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0x008e

Warning

Battery Not Present

0x008f
0x0090
0x0091

Information
Information
Critical

New Battery Detected
Battery has been replaced
Battery temperature is high

0x0093
0x0094
0x0095
0x0096

Information
Information
Information
Fatal

Battery started charging
Battery is discharging
Battery temperature is normal
Battery has failed and cannot
support data retention. Please
replace the battery.

0x0097
0x0098
0x0099
0x009b

Information
Information
Information
Information

0x009c
0x009d

Information
Information

0x009e

Information

0x009f

Information

0x00a0

Information

0x00a1

Information

Battery relearn started
Battery relearn in progress
Battery relearn completed
Battery relearn pending:
Battery is under charge
Battery relearn postponed
Battery relearn will start in 4
days
Battery relearn will start in 2
day
Battery relearn will start in 1
day
Battery relearn will start in 5
hours
Battery removed

0x00a2

Information

0x00a3

Information

0x00a4

Information

0x00a6

Critical

Current capacity of the battery
is below threshold
Current capacity of the battery
is above threshold
Enclosure (SES) discovered
on %s
Enclosure %s communication
lost

"Battery Not Present"警告を無効
化しない設定にて、ブート時にバ
ッテリが認識されなかった際に
記録されます。

バッテリバックアップユニットもしくはフラ
ッシュバックアップユニット未搭載の場
合は対処不要です。バッテリバックアッ
プユニットもしくはフラッシュバックアップ
ユニットが搭載されている場合 は、バッ
テリバックアップユニットもしくはフラッシ
ュバックアップユニットの交換を行ってく
ださい。

定期的なバッテリのステータスチ
ェックの際、バッテリの温度が高
いことを検出した際に記録され
ます。

1. 次を確認してください。air flow
channel が 確保されているか。筐体が
閉じられているか。排気口がふさがれ
ていないか。
2. 使用環境の温度が規定値内かを確
認してください。
3.最新の RAID コントローラ、iRMC ファ
ームウェア、BIOS がインストールされて
いることを確 認してください。
4. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。

バッテリの充電可能容量が充分
な時間キャッシュデータ保護可
能な量に不足している際に記録
されます。バッテリを交換する必
要がある。

BBU(バッテリバックアップユニット)を交
換してすぐにエラーメッセージが発生す
る場合は問題ありません。 この状況
は、BBU(バッテリバックアップユニット)
の充電が不十分な場合に発生します。
運用中にエラーメッセージが発生する
場合は、BBU(バッテリバックアップユニ
ット)を交換してください。

バッテリの定期的な監視結果よ バッテリもしくはキャパシタの充電完了
り、バッテリの取り外しを検出し を待ってください。充電完了後も再発す
た際に記録されます。
る場合はバッテリバックアップユニットも
しくはフラッシュバックアップユニットを
交換してください。

エンクロージャーとの通信が途
絶えた際に記録されます。
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このエラーメッセージが、外部記憶装置
の電源を計画的に切断した結果ではな
い場合、次の操作を実行してください。
1. 電源ケーブルを確認してください。
2. 主電源の電圧を確認してください。
3. 当該電源装置を交換してください。
4. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
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0x00a7

Information

0x00a8

Critical

Enclosure %s communication
restored
Enclosure %s fan %d failed

0x00a9
0x00aa

Information
Critical

Enclosure %s fan %d inserted
Enclosure %s fan %d removed

0x00ac

Information

0x00ad

Critical

Enclosure %s power supply %d
inserted
Enclosure %s power supply %d
removed

0x00ae

Critical

Enclosure %s SIM %d failed

0x00af
0x00b0

Information
Critical

Enclosure %s SIM %d inserted
Enclosure %s SIM %d removed

0x00b1

Warning

0x00b2

Critical

0x00b3

Warning

0x00b4

Critical

Enclosure %s temperature
エンクロージャーのサービスプロ
sensor %d above error threshold セスが、エラー(error)温度しきい
値または、diagnostic page の
HIGH CRITICAL THRESHOULD フィ
ールドに設定された温度より高
い温度を検出した際に記録され
ます。

0x00b5

Critical

Enclosure %s shutdown

0x00b6

Warning

Enclosure %s not supported; too ポートに接続可能な最大数を超
many enclosures connected to えてエンクロージャーが接続され
port
た際に記録されます。

エンクロージャーの冷却ファンが 外部記憶装置の当該ファンを交換して
故障した際に記録されます。
ください。
エンクロージャーの冷却ファンが 外部記憶装置の当該ファンを交換して
取り外された際に記録されま
ください。
す。

エンクロージャーの電源ユニット 1. 電源ケーブルを確認してください。
が取り外された際に記録されま 2. 主電源の電圧を確認してください。
す。
3. 当該電源装置を交換してください。
4. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
エンクロージャーの SIM が故障 修理相談窓口へ連絡してください。
した際に記録されます。

エンクロージャーの初期化が完
了したが、その後 SIM が取り外
された際に記録されます。
Enclosure %s temperature
エンクロージャーのサービスプロ
sensor %d below warning
セスが、警告(warning)温度しき
threshold
い値または、diagnostic page の
LOW WARNING THRESHOULD フィ
ールドに設定された温度より低
い温度を検出した際に記録され
ます。
Enclosure %s temperature
エンクロージャーのサービスプロ
sensor %d below error threshold セスが、エラー(error)温度しきい
値または、diagnostic page の
LOW CRITICAL THRESHOULD フィ
ールドに設定された温度より低
い温度を検出した際に記録され
ます。
Enclosure %s temperature
エンクロージャーのサービスプロ
sensor %d above warning
セスが、警告(warning)温度しき
threshold
い値または、diagnostic page の
HIGH WARNING THRESHOULD フ
ィールドに設定された温度より高
い温度を検出した際に記録され
ます。

エンクロージャーに修復不能な
状態が検出された際に記録され
ます。
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修理相談窓口へ連絡してください。

1. 使用環境の温度が規定値内かを確
認してください。
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。

1. 使用環境の温度が規定値内かを確
認してください。
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。

1. 次を確認してください。air flow
channel が確保されているか。筐体が
閉じられているか。排気口がふさがれ
ていないか。
2. 使用環境の温度が規定値内かを確
認してください。
3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
1. 次を確認してください。air flow
channel が確保されているか。筐体が
閉じられているか。排気口がふさがれ
ていないか。
2. 使用環境の温度が規定値内かを確
認してください。
3. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
このエラーメッセージが、外部記憶装置
の計画的な操作の結果ではない場合、
次の操作を実行してください。
1. 電源ケーブルを確認してください。
2. 主電源の電圧を確認してください。
3. 当該電源装置を交換してください。
4. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
エンクロージャ構成を確認してくださ
い。
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0x00b7

Critical

Enclosure %s firmware
mismatch

0x00b8

Warning

Enclosure %s sensor %d bad

0x00b9

Critical

Enclosure %s phy %d bad

0x00ba

Critical

Enclosure %s is unstable

0x00bb

Critical

0x00bc

Critical

0x00bd

Information

0x00c1

Information

0x00c2

Information

0x00c3

Warning

0x00c4

Warning

0x00c5

Fatal

0x00c8

Critical

0x00c9

Warning

各 ESM のファームウェア版数が
不一致となっている際に記録さ
れます。
デバイスが phy 上に検出された
が、ステータスが取得できなかっ
た際に記録されます。
デバイスのステータスが取得さ
れたが、そのデバイスに対応す
る SAS アドレスが無い場合に記
録されます。
エンクロージャーのサービスプロ
セスが、sense エラーを報告した
際に記録されます。

ESM ファームウェアを確認してください。

エンクロージャのセンサーを確認 してく
ださい。
当該物理ドライブを交換してください。

1. ESM ファームウェアを確認してくださ
い。
2. エンクロージャのケーブルを確認して
ください。
Enclosure %s hardware error
エンクロージャーのサービスプロ 1. エンクロージャのケーブルを確認して
セスが、critical または修復不能 ください。
なエンクロージャーの故障を検 2. エンクロージャが稼動しているか確
出した際に記録されます。
認してください。
3. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
Enclosure %s not responding
エンクロージャーからの応答が 1. エンクロージャのデータケーブルを確
無い際に記録されます。
認してください。
2. エンクロージャが稼動しているか確
認してください。
3. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
SAS/SATA mixing not supported エンクロージャーへの SAS/SATA エンクロージャの物理ドライブ構成を確
in enclosure; Drive %s disabled 混在が仕様に反している際に記 認してください。
録されます。
Drive too small to be used for
自動リビルドを実行する為にドラ 物理ドライブ構成を確認してください。
auto-rebuild on %s
イブサイズが不足している際に
記録されます。
BBU enabled; changing WT
virtual drives to WB
BBU disabled; changing WB
BBU の状態が異常かつ、ライト 1. BBU(バッテリバックアップユニット)ま
virtual drives to WT
バックのロジカルドライブがライト たは FBU(フラッシュバックアップユニッ
スルーに変更された際に記録さ ト)のデータ／電源ケーブルが正しく
れます。
RAID コントローラのコネクタに接続され
ているかを確認してください。
2. 最新の RAID コントローラ、iRMC ファ
ームウェア、BIOS がインストールされて
いることを確認してください。
3. 再発する場合は、BBU(バッテリバッ
クアップユニット)または FBU(フラッシュ
バックアップユニット)を交換してくださ
い。
4. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
Bad block table on drive %s is
ドライブ上の Bad block table の 当該物理ドライブの追加エラーメッセー
80% full
使用量が 80%を越えた際に記 ジを確認してください。
録されます。
Bad block table on drive %s is
ドライブ上の Bad block table へ 1. 当該物理ドライブを交換してくださ
full; unable to log block %lx
の空きがなくなり、これ以上 Bad い。
block table に bad block を追加 2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
できない際に記録されます。
連絡してください。
Battery/charger problems
バッテリが認識されないか取り BBU(バッテリバックアップユニット)を交
detected; SOH Bad
外され、バッテリの健全性(SOH, 換してください。
State of Health)が不良となった
際に記録されます。
Single-bit ECC error: ECAR=%x, シングルビット ECC エラーが
修理相談窓口へ連絡してください。
ELOG=%x, (%s); warning
Warning のしきい値を超えて発
threshold exceeded
生した際に記録されます。
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0x00ca

Critical

Single-bit ECC error: ECAR=%x,
ELOG=%x, (%s); critical
threshold exceeded

0x00cb

Critical

Single-bit ECC error: ECAR=%x,
ELOG=%x, (%s); further
reporting disabled

0x00cc

Critical

Enclosure %s Power supply %d
switched off

0x00cd

Information

0x00ce

Critical

Enclosure %s Power supply %d
switched on
Enclosure %s Power supply %d
cable removed

0x00cf

Information

0x00d0

Information

0x00d1

Information

0x00d2
0x00d3

Information
Critical

0x00d4

Information

0x00d5
0x00d6

Information
Critical

0x00d7

Information

0x00d8

Critical

0x00d9

Information

0x00da
0x00db
0x00dc
0x00dd

Information
Information
Information
Warning

0x00de

Warning

Enclosure %s Power supply %d
cable inserted
Enclosure %s Fan %d returned
to normal
BBU Retention test was
initiated on previous boot
BBU Retention test passed
BBU Retention test failed!

NVRAM Retention test was
initiated on previous boot
NVRAM Retention test passed
NVRAM Retention test failed!

シングルビット ECC エラーが
Critical のしきい値を超えて発生
した際に記録されます。
シングルビット ECC エラーがすべ
てのしきい値を超えて発生し、記
録を停止する際に記録されま
す。
エンクロージャーのサービスプロ
セスが、エンクロージャーの電源
ユニットの電源スイッチオフを検
出した際に記録されます。

修理相談窓口へ連絡してください。

修理相談窓口へ連絡してください。

このエラーメッセージが、外部記憶装置
の計画的な操作の結果ではない場合、
次の操作を実行してください。
1. 電源ケーブルを確認してください。
2. 主電源の電圧を確認してください。
3. 当該電源装置を交換してください。
4. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。

エンクロージャーのサービスプロ エンクロージャの電源ケーブルを確認
セスが、エンクロージャーの電源 してください。
ユニットからの電源ケーブル取り
外しを検出した際に記録されま
す。

バッテリの Retention test に失敗 バッテリバックアップユニットもしくはフラ
した際に記録されます。
ッシュバックアップユニットおよびブラッ
シュモジュール、接続されているケーブ
ルを交換してください。

NVRAM の Retention test に失敗 注意：通常は、エラーメッセージが追加
した際に記録されます。
で発生します。エラーメッセージにある
操作をしても問題がある場合は、修理
相談窓口へ連絡 してください。

%s test completed %d passes
successfully
%s test FAILED on %d pass. Fail コントローラの自己診断テストに 修理相談窓口へ連絡してください。
data: errorOffset=%x
失敗した際に記録されます。
goodData=%x badData=%x
Self check diagnostics
completed
Foreign Configuration detected
Foreign Configuration imported
Foreign Configuration cleared
NVRAM is corrupt; reinitializing NVRAM が破損し、再初期化を実 問題が繰り返し発生する場合は、RAID
施している際に記録されます。 コントローラを交換してください。
NVRAM mismatch occurred
NVRAM の不整合が発生した際 問題が繰り返し発生する場合は、RAID
に記録されます。
コントローラを交換してください。
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0x00df

Warning

SAS wide port %d lost link on
PHY
%d

0x00e0

Information

0x00e1

Warning

0x00e2

Warning

0x00e3
0x00e4

Information
Warning

0x00e5

Information

0x00e6

Information

0x00e7

Information

0x00e8

Information

0x00e9

Information

0x00ea

Information

0x00eb

Warning

0x00ec

Warning

0x00ed

Information

0x00ee

Information

0x00ef

Information

0x00f0

Information

0x00f1

Information

0x00f2
0x00f3

Information
Information

0x00f4

Information

SAS wide port %d restored link
on PHY %d
SAS port %d, PHY %d has
SAS ポートが許可されたエラーレ 注意：ディスクからエラーが通知 されま
exceeded the allowed error rate ートを超えた際に記録されます。 した。当該物理ドライブがまもなく故障
する可能性があります。
1. すぐに物理ドライブを交換してくださ
い。
Bad block reassigned on %s
媒体エラーが発生したセクタか 問題が繰り返し発生する場合は、 次回
at %lx to
ら新しいセクタへ、不良ブロック のメンテナン時に物理ドライブを交換し
%lx
のリアサインが行われた際に記 てください。
録されます。
Controller Hot Plug detected
Enclosure %s temperature
エンクロージャーの温度センサ 1. 使用環境の温度が規定値内かを確
sensor %d differential detected ーの差違を検出した際に記録さ 認してください。
れます。
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
Drive test cannot start. No
qualifying drives found
Time duration provided by host
is not sufficient for self check
Marked Missing for %s on drive
group %d row %d
Replaced Missing as %s on drive
group %d row %d
Enclosure %s Temperature %d
returned to normal
Enclosure %s Firmware
download in progress
Enclosure %s Firmware
エンクロージャーへのファームウ 修理相談窓口へ連絡してください。
download failed
ェアのダウンロードが失敗した際
に記録されます。
%s is not a certified drive
ドライブが認証されていない場 物理ドライブの種類を確認してくださ
合に記録されます。
い。
Dirty cache data discarded by
user
Drives missing from
起動時、構成情報にある物理ド RAID 構成を確認してください。
configuration at boot
ライブが認識されない際に記録
されます。
Virtual drives (VDs) missing
起動時、ロジカルドライブを構成 RAID 構成を確認してください。
drives and will go offline at
する物理ドライブが認識されず、
boot: %s
ロジカルドライブがオフラインと
なる際に記録されます。
VDs missing at boot: %s
起動時、ロジカルドライブが認識 RAID 構成を確認してください。
されない際に記録されます。
Previous configuration
起動時、既存の構成が完全に認 RAID 構成を確認してください。
completely missing at boot
識されない際に記録されます。
Battery charge complete
Enclosure %s fan %d speed
changed
Dedicated spare %s imported as
global due to missing arrays

SAS ワイドポートが PHY へのリン 1. 当該物理ドライブを取り外し、30 秒
クを失った際に記録されます。
お待ちください。そして再接続してくださ
い。
2. コントローラと当該物理ドライブ間の
ケーブルを確認／交換してください。
3. 最新の RAID コントローラ、iRMC ファ
ームウェア、BIOS がインストールされて
いることを確認してください。
4. 当該物理ドライブを交換してくださ
い。
5. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
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0x00f5

Information

0x00f6

Information

0x00f7
0x00f8

Information
Information

0x00f9
0x00fa

Information
Warning

0x00fb

Critical

0x00fc

Fatal

0x00fd

Warning

0x0101

Warning

0x0104

Critical

0x0105
0x0106

Information
Warning

0x0107

Warning

%s rebuild not possible as
アレイ内の SAS/SATA 混在がサ RAID 構成を確認してください。
SAS/SATA is not supported in an ポートされない為、リビルドが実
array
行できない際に記録されます。
SEP %s has been rebooted as a
part of enclosure firmware
download. SEP will be
unavailable until this process
completes.
Inserted PD: %s Info: %s
Removed PD: %s Info: %s
物理ドライブが取り除かれた際 注意：当該物理ドライブが取り外された
に記録されます。
場合、このメッセージは情報です。取り
外していない場合は、次の操作を実行
してください。
1. 当該物理ドライブを取り外し、30 秒
お待ちください。そして再接続してくださ
い。
2. 当該物理ドライブを交換してくださ
い。
3. 当該バックプレーンまたはデータケ
ーブルを交換してください。
4. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
VD %s is now OPTIMAL
VD %s is now PARTIALLY
ロジカルドライブの状態が
下記の物理ドライブを交換してくださ
DEGRADED
partially degraded に変更された い。
際に記録されます。
1. 故障状態の物理ドライブまたは
2. 故障状態の物理ドライブが無い場合
は、 前後で 0x0190(Diagnostic 実行)
が記録されている物理ドライブ
VD %s is now DEGRADED
ロジカルドライブの状態が
下記の物理ドライブを交換してくださ
degraded に変更された際に記 い。
録されます。
1. 故障状態の物理ドライブまたは
2. 故障状態の物理ドライブが無い場合
は、 前後で 0x0190(Diagnostic 実行)
が記録されている物理ドライブ
VD %s is now OFFLINE
ロジカルドライブの状態が
注意：データを損失せずにリカバリでき
offline に変更された際に記録さ ることがあります。詳しい 調査が必要
れます。
です。
1. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
Battery requires reconditioning; バッテリの再調整が必要な際に 1. 手動でリキャリブレーションを実施し
please initiate a LEARN cycle
記録されます。リキャリブレーシ てください(例：ServerView RAID
ョンを実行してください。
Manager)。
注意：できるだけ、再起動やシャットダ
ウンで充電を中断しないでください。
2. 再発する場合は、BBU(バッテリバッ
クアップユニット)を交換してください。
3. それでも再発する場合は、修理相談
窓口へ連絡してください。
PD missing: %s
起動時の物理ドライブ未検出情 RAID 構成を確認してください。
報を通知するために記録されま
す。
Enclosure %s EMM %d not
エンクロージャ EMM(Enclosure 修理相談窓口へ連絡してください。
installed
Management Module)がインスト
ールされていない際に記録され
ます。
Package version %s
Global affinity Hot Spare %s
ホットスペアのアフィニティが異 RAID 構成を確認してください。
commissioned in a different
なるエンクロージャーに割り当て
enclosure
られた際に記録されます。
外部記憶情報 table overflow
外部記憶情報を管理するテーブ 修理相談窓口へ連絡してください。
ルに記録可能な数を超える数の
GUID が記録された際に記録さ
れます。
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0x0108

Warning

0x010a
0x010b

Information
Warning

0x010c

Warning

0x010d

Warning

0x010e

Fatal

0x010f

Fatal

0x0110

Information

0x0111

Warning

0x0112

Warning

0x0114

Information

0x0115

Information

0x0116

Information

0x0117

Progress

0x0118

Information

0x0119

Information

0x011a

Critical

0x0120

Information

0x0121

Warning

0x0122

Information

0x0123

Information

Partial 外部記憶情報 imported, 外部記憶情報のうち一部がイン 構成の一部のみがインポートされまし
PDs not imported:%s
ポートできなかった際に記録さ た。
れます。
1. 修理相談窓口へ連絡してください。
Board Revision %s
Command timeout on PD %s,
物理ドライブへのコマンドがタイ 注意：通常は、エラーメッセージ が追加
CDB:%s
ムアウトした際に記録されます。 で発生します。エラーメッセージにある
操作をしても問題が ある場合は、修理
相談窓口へ連絡 してください。
PD %s reset (Type %02x)
物理ドライブがリセットされた際 当該物理ドライブの追加エラーメッセー
に記録されます。
ジを確認してください。
VD bad block table on %s is
ロジカルドライブ上の Bad block 当該物理ドライブの追加エラーメッセー
80% full
table の使用量がファームウェア ジを確認してください。
によってサポートされる容量の
80%を超えた際に記録されま
す。
VD bad block table on %s is full; ロジカルドライブ上の Bad block 当該物理ドライブの追加エラーメッセー
unable to log block %lx (on %s table への空きがなくなり、これ ジを確認してください。
at
以上 Bad block table に bad
%lx)
block を追加できない際に記録さ
れます。
Uncorrectable medium error
修復不能なメディアエラーを検 当該物理ドライブを交換してください。
logged for %s at %lx (on %s
出した際に記録されます。
at %lx)
VD medium error corrected
on %s at
%lx
Bad block table on PD %s is
物理ドライブ上の Bad block
当該物理ドライブの追加エラーメッセー
100% full
table への空きがなくなり、これ ジを確認してください。
以上の物理ドライブのメディアエ
ラーを Bad block table に追加で
きない際に記録されます。
VD bad block table on PD %s is ロジカルドライブ上の Bad block 当該物理ドライブの追加エラーメッセー
100% full
table への空きがなくなり、これ ジを確認してください。
以上のロジカルドライブのメディ
アエラーを Bad block table に追
加できない際に記録されます。
Replace Drive started on PD %s
from PD %s
Replace Drive aborted on PD %s
and src is PD %s
Replace Drive complete on
PD %s from PD %s
Replace Drive progress on
PD %s is
%s
Replace Drive resumed on
PD %s from %s
Replace Drive automatically
started on PD %s from %s
Replace Drive failed on PD %s
コピーバック(Replace Drive)のソ 当該物理ドライブの追加エラーメッセー
due to source %s error
ースドライブが故障した際に記 ジを確認してください。
録されます。Replace Drive は停
止し、リビルドが開始される。
Redundant path restored for
PD %s
Redundant path broken for
片方の path が消失した際に記 修理相談窓口へ連絡してください。
PD %s
録されます。
Redundant enclosure EMM %s
inserted for EMM %s
Redundant enclosure EMM %s
removed for EMM %s
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0x0124

Information

Patrol Read can't be started, as
PDs are either not ONLINE, or
are in a VD with an active
process, or are in an excluded
VD
Replace Drive aborted by user
on PD
%s and src is PD %s
Replace Drive aborted on hot
spare
%s from %s, as hot spare
needed for rebuild
Replace Drive aborted on PD %s
from PD %s, as rebuild required
in the array

Patrol Read が実施可能なドライ 当該物理ドライブの追加エラーメッセー
ブが検出されなかった際に記録 ジを確認してください。
されます。

0x0125

Information

0x0126

Critical

0x0127

Warning

0x0128

Fatal

Controller cache discarded for
missing or offline VD %s
When a VD with cached data
goes offline or missing during
runtime, the cache for the VD is
discarded.
Because the VD is offline, the
cache cannot be saved.

1. ロジカルドライブが消失した理由を確
認してください。
2. ロジカルドライブの削除が必要な場
合、次回起動時にキャッシュされている
情報の削除を確認してください。
3. ロジカルドライブの削除が不要な場
合、不良のハードディスクを確認しロジ
カルドライブのステータスレベルを少な
くと も“degraded”にしてください。その後
コントローラはキャッシュされている情
報をロジカルドライブに書き込みます。

0x0129

Information

0x012a

Information

Replace Drive cannot be started
as PD %s is too small for src
PD %s
Replace Drive cannot be started
on PD %s from PD %s, as
SAS/SATA is not supported in an
array

0x012b

Information

0x012c

Information

0x012d

Warning

0x012e

Warning

0x012f
0x0131
0x0132
0x0133

Information
Information
Information
Warning

0x0134
0x0137
0x0138

Information
Information
Warning

0x0139

Warning

Drive security key is invalid

0x013a
0x013c
0x013d

Information
Information
Warning

Drive security key destroyed
VD %s is now secured
VD %s is partially secured

Hotspare へのコピーバック
(Replace Drive)が中断された際
に記録されます。

当該物理ドライブの追加エラーメッセー
ジを確認してください。

コピーバック(Replace Drive)が、
より優先度の高いリビルド指示
によって停止された際に記録さ
れます。
キャッシュメモリ内の未書き戻し
のキャッシュデータが破棄された
際に記録されます。

当該物理ドライブの追加エラーメッセー
ジを確認してください。

Replace Drive の対象となる物理 RAID 構成を確認してください。
ドライブ容量が SAS/SATA 混在制
限に違反している際に記録され
ます。

Microcode update started on
PD %s
Microcode update completed on
PD
%s
Microcode update timeout on
物理ドライブへのファームウェア
PD %s
ダウンロードがタイムアウトした
際に記録されます。
Microcode update failed on
物理ドライブへのファームウェア
PD %s
ダウンロードが失敗した際に記
録されます。
Controller properties changed
CC Schedule properties changed
Battery properties changed
Periodic Battery Relearn is
BBU の定期的なリキャリブレー
pending. Please initiate manual ションがペンディングされた際に
learn cycle as Automatic learn is 記録されます。
not enabled
Drive security key created
Drive security key changed
Drive security key, re-key
セキュリティキーの変更が失敗
operation failed
した際に記録されます。
セキュリティキーが無効な際に
記録されます。

修理相談窓口へ連絡してください。

修理相談窓口へ連絡してください。

リキャリブレーション(Automatic learn)
が実施できないため、リキャリブレーシ
ョン(manual learn)を 実施してください。

1.セキュリティキーを確認してくだい。
2.解決しない場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
1.セキュリティキーを確認してくだい。
2.解決しない場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。

ドライブグループ内のドライブの RAID 構成を確認してください。
一部がセキュアでない際に記録
されます。
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0x013e
0x013f
0x0140
0x0141
0x0142

Information
Information
Information
Information
Fatal

PD %s security activated
PD %s security disabled
PD %s is reprovisioned
PD %s security key changed
Security subsystem problems
detected for PD %s

0x0143

Fatal

Controller cache pinned for
missing or offline VD %s

0x0144

Fatal

Controller cache pinned for
missing or offline VDs: %s

0x0145

Information

0x0146

Information

0x0148

Warning

Controller cache discarded by
user for VDs: %s
Controller cache destaged for
VD %s
Drive security key failure,
cannot access secured
configuration

0x014b

Information

0x014d

Information

0x014e

Information

0x014f

Information

0x0150

Caution

0x0151

Information

0x0152

Information

0x0153

Information

0x0154

Information

0x0159

Critical

物理ドライブのセキュリティ設定
にて問題を検出した際に記録さ
れます。
キャッシュメモリ内のデータが、
対応ロジカルドライブが検出され
ないかオフライン状態の為、書き
戻し待ち状態となった際に記録
されます。

修理相談窓口へ連絡してください。

1. ロジカルドライブが消失した理由を確
認してください。
2. ロジカルドライブの削除が必要な場
合、次回起動時にキャッシュされている
情報の削除を確認してください。
3. ロジカルドライブの削除が不要な場
合、不良のハードディスクを確認しロジ
カルドライブのステータスレベルを少な
くと も“degraded”にしてください。その後
コントローラはキャッシュされている情
報をロジカルドライブに書き込みます。
OCR(Online Controller Reset)の 1. ロジカルドライブが消失した理由を確
際、キャッシュメモリ内のデータ 認してください。
が、対応ロジカルドライブが検出 2. ロジカルドライブの削除が必要な場
されないかオフライン状態の為、 合、次回起動時にキャッシュされている
書き戻し待ち状態となった場合 情報の削除を確認してください。
に記録されます。
3. ロジカルドライブの削除が不要な場
合、不良のハードディスクを確認しロジ
カルドライブのステータスレベルを少な
くと も“degraded”にしてください。その後
コントローラはキャッシュされている情
報をロジカルドライブに書き込みます。

無効なセキュリティキーを検出し 1.セキュリティキーを確認してくだい。
た際に記録されます。
2.解決しない場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。

Power state change on PD %s
from
%s to %s
PD %s rebuild not possible as
HDD/CacheCade software mix is
not supported in a drive group
Replace Drive cannot be started
on PD %s from %s, as
HDD/CacheCade software mix is
not supported in a drive group
VD bad block table on %s is
cleared
SAS topology error: 0x%lx
SAS トポロジーエラーが発生した
際に記録されます。
VD cluster of medium errors
corrected for %s at %lx (on %s
at %lx)
Controller requests a host bus
rescan
Controller repurposed and
factory defaults restored
Drive security key binding
updated
Controller encountered a fatal コントローラが致命的なエラーを
error and was reset
検出し、リセットされた際に記録
されます。
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SAS 構成および配線を確認してくださ
い。

1. 交流電源を切断してください。30 秒
待ってから、再接続してください。
2. 再発する場合は、修理相談窓口へ
連絡してください。
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0x016e

Critical

Configuration command could
not be committed to disk,
please retry

0x016f

Information

0x0170

Warning

0x0171
0x0172
0x0173

Warning
Information
Information

0x0174
0x0175

Information
Information

0x0178

Warning

0x0179

Warning

0x017a

Warning

COD on %s updated as it was
stale
Power state change failed on %s
(from %s to %s)
%s is not available
%s is available
%s is used for CacheCade with
capacity 0x%lx logical blocks
%s is using CacheCade %s
%s is no longer using
CacheCade %s
Controller reset on-board
expander
CacheCade (%s) capacity
changed and is now 0x%lx
logical blocks
Battery cannot initiate
transparent learn cycles

0x017b

Information

0x017e

Information

0x0180

Information

0x0181

Warning

0x0182

Warning

0x0183

Information

0x0184

Warning

0x0186
0x0187
0x018c

Information
Information
Warning

0x018d

Warning

0x018e

Warning

Cache-vault microcode update
required
CacheCade (%s) capacity
exceeds maximum allowed size,
extra capacity is not used

0x0190

Information

Diagnostics passed for %s

0x0191

Critical

Diagnostics failed for %s

0x0192

Information

0x0193

Information

Server Power capability
Diagnostic Test Started
Drive Cache settings enabled
during rebuild for %s

Premium feature %s key was
applied for - %s
Performance Metrics: collection
command 0x%lx
Premium feature serial
number %s
Premium feature serial number
mismatched. Key-vault serial
num %s
Battery cannot support data
retention for more than %d
hours. Please replace the
battery

設定コマンドがドライブに受け付 前後に記録されるイベントを確認し、対
けられなかった際に記録されま 処してください。
す。再実行が必要。

物理ドライブの電源状態の変更 当該物理ドライブを交換してください。
に失敗した際に記録されます。
RAID 構成を確認してください。

情報のみ
CacheCade の容量が変更された RAID 構成を確認してください。
際に記録されます。
バッテリのリキャリブレーション 1. 手動でリキャリブレーションサイクル
サイクルが開始できない際に記 を開始してください。
録されます。
2. 再発する場合は、BBU を交換してく
ださい。

RAID ソフトウェアオプションのシ シリアルナンバーを再確認してくださ
リアルナンバーが不一致の際に い。
記録されます。
バッテリの監視中、データ保持 BBU の容量が減少しており、コントロー
期間を表示する際に記録されま ラキャッシュ内のデータのバッファリン
す。
グが限られています。 十分なデータ保
持時間を得るため、 BBU を交換してく
ださい。

%s power policy changed to %s
(from %s)
%s cannot transition to max
power savings
%s mirror broken
%s mirror joined
Forengn configuration auto外部記憶情報の auto-import が
import did not import any drives どのドライブも import しなかった
際に記録されます。

TFM の microcode のアップデー
トが必要な際に記録されます。
CacheCade の容量が最大サイズ
を越え、拡張容量が使用されな
い際に記録されます。
物理ドライブの SHIELD 診断機
能が正常終了した際に記録され
ます。
物理ドライブの SHIELD 診断機
能が fail した際に記録されま
す。
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情報のみ

外部構成情報のインポートに失敗しま
した。
1. コントローラを交換してください。
2. 構成情報が破損しているため、RAID
構成の再構築を実施してください。
1. 修理相談窓口へ連絡してください。
修理相談窓口へ連絡してください。

当該物理ドライブを予防交換してくださ
い。
当該物理ドライブを交換してください。
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0x0194

Information

Drive Cache settings restored
after rebuild for %s
Consistency Check suspended
on %s
Consistency Check resumed
on %s
Background Initialization
suspended on %s
Background Initialization
resumed on %
Reconstruction suspended
on %s
Rebuild suspended on %
Replace Drive suspended on %s
Reminder: Consistency Check
suspended on %
Reminder: Background
Initialization suspended on %s
Reminder: Reconstruction
suspended on %s
Reminder: Rebuild suspended
on %s
Reminder: Replace Drive
suspended on %s
Reminder: Patrol Read
suspended
Erase aborted on %s
Erase failed on %s (Error %02x) 物理ドライブの Erase がエラーに
より fail した際に記録されます。
Erase progress on %s is %s
Erase started on %s
Erase completed on %s
Erase aborted on %s
Erase failed on %s
ロジカルドライブの Erase が fail
した際に記録されます。
Erase progress on %s is %s
Erase started on %s
Erase complete on %s
Potential leakage during erase ロジカルドライブの Erase 中に
on %s
potential leakage が発生したこ
とを通知する際に記録されま
す。
Battery charging was
バッテリの充電が高温のため一
suspended due to high battery 時停止された際に記録されま
temperature
す。
Link speed changed on SAS
port %d and PHY %d
Patrol Read aborted on %s
物理ドライブの Patrol Read が中
断された際に記録されます。

0x0197

Information

0x0198

Information

0x0199

Information

0x019a

Information

0x019b

Information

0x019c
0x019d
0x019e

Information
Information
Information

0x019f

Information

0x01a0

Information

0x01a1

Information

0x01a2

Information

0x01a3

Information

0x01a4
0x01a5

Information
Critical

0x01a6
0x01a7
0x01a8
0x01a9
0x01aa

Progress
Information
Information
Information
Critical

0x01ab
0x01ac
0x01ad
0x01ae

Progress
Information
Information
Warning

0x01af

Warning

0x01b8

Information

0x01bd

Warning

0x01c2

Information

0x01c3

Information

0x01c4

Information

0x01c7

Warning

0x01c8

Critical

Controller booted to safe mode
due to critical errors

0x01c9

Warning

Warning Error during boot - %s

Periodic Battery Relearn was
missed, and rescheduled to %s
Controller reset requested by
host
Controller reset requested by
host, completed
Controller booted in headless
mode with errors

1. 修理相談窓口へ連絡してください。

1. コントローラを交換してください。

1. コントローラを交換してください。

システムを通常の動作温度に戻してく
ださい。

このイベントの前後にエラーがある場
合は、そのエラーに対する適切なリカ
バリーアクションを実施してください。

warning のエラー発生の為、コン RAID 構成を確認してください。
トローラがセーフモードにて起動
した際に記録されます。
critical のエラー発生の為、コント RAID 構成を確認してください。
ローラがセーフモードにて起動し
た際に記録されます。
セーフモードでの起動処理中、コ RAID 構成を確認してください。
ントローラに warning のエラーが
発生した際に記録されます。
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0x01ca

Critical

Critical Error during boot - %s

0x01cb

Fatal

Fatal Error during boot - %s

セーフモードでの起動処理中、コ RAID 構成を確認してください。
ントローラに critical のエラーが
発生した際に記録されます。
セーフモードでの起動処理中、コ RAID 構成を確認してください。
ントローラに fatal のエラーが発
生した際に記録されます。
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付録B

ブートメッセージとBIOSエラーメッセージ

MegaRAIDファームウェアが表示するブートメッセージとBIOSエラーメッセージについて記載しています。

B.1 ブートメッセージの表示
コントローラのブートモード（Stop on errors, Pause on errors, Ignore errors, Safe mode on errors）の違いや、システ
ムのブートモード（BIOSモード, UEFIモード）により、挙動が異なります。UEFIモードにおいては、危険でない(critical
以外の)ブートメッセージは表示されません。表示するためにはアレイコントローラのブートモードを[Stop on error]
に設定する必要があります。ブートメッセージが表示されない設定の場合は、アレイコントローラによって記録され
るイベントログを参照する必要があります。

B.2 ブートメッセージ一覧
◼

ブートメッセージタイプ：
ファームウェアが内部管理に使用するブートメッセージの名称です。
◼ 待ち時間
キー入力待ちで停止する時間を、数値で表記します。時間経過後、BIOS は規定の処理に沿って処理
を継続します。
BOOT_TIME_WAIT：
BIOS は規程の秒数の間待機し、キー入力が無い場合は規程の処理に沿
って処理を継続します。
BOOT_TIME_CRITICAL: BIOS はキー入力が有るまでキー入力待ちのまま待機します。
◼ ブートメッセージの内容
画面上に表示されるメッセージ本文です。
◼ 原因および対処
ユーザーによってファームウェアに関連した問題を識別・調査・解決できる場合の、一般的・推奨され
る対処です。
表 55: ブートメッセージ一覧
ID
1

ブートメッセージタイプ
BOOT_MSG_CACHE_DISC
ARD

待ち時間
BOOT_TIME_
WAIT

ブートメッセージの内容
Memory or battery problems were
detected.
The adapter has recovered, but cached
data was lost.
Press any key to continue, or press C to
load the configuration utility.

2

BOOT_MSG_TEST

5

This is a test message. You can press a
key to ignore it, or you can wait five
seconds.
No further action is required.
Press any key to continue, or press C to
load the configuration utility.
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原因および対処
原因：
キャッシュメモリまたは BBU/BBU に問題
が見つかったため、キャッシュメモリに
保持していたデータを損失した。
対処：
キャッシュメモリおよびバッテリの状態を
確認し、必要に応じて交換を実施する
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3

BOOT_MSG_CACHE_VERSI BOOT_TIME_
ON
WAIT

4

BOOT_MSG_DDF_FOREIG
N_FOUND

6

BOOT_MSG_PACKAGE_VE 0
RSION
BOOT_MSG_FIRMWARE_V 0
ERSION
BOOT_MSG_FIRMWARE_T 1
EST

Firmware package: %s

9

BOOT_MSG_FIRMWARE_A 1
LPHA

This firmware is an ALPHA version – It
has not completed all validation.
The validation stamp is:
%s"""

10

BOOT_MSG_FIRMWARE_
BETA

This firmware is BETA version – It has
not completed all validation.
The validation stamp is:
%s"""

7
8

10

Firmware version inconsistency was
detected. The adapter has recovered,
but cached data was lost.
Press any key to continue, or press C to
load the configuration utility.

1

Foreign configuration(s) found on
adapter.
Press any key to continue or press C to
load the configuration utility or press F
to import foreign configuration(s) and
continue.

原因：
キャッシュメモリ内のデータは失われ、
復元することはできません。このブートメ
ッセージは起動処理中、dirty data（予期
しないシャットダウン等により、書き込み
が完了せず TFM に記録されたキャッシ
ュデータ)を書き戻す際に表示されま
す。
生成された dirty data のキャッシュヘッ
ダバージョンが、現在のキャッシュヘッ
ダバージョンと異なります。
キャッシュヘッダのバージョンは、キャッ
シュのデータ構造が変更される毎に変
更されます。
単体のコントローラにおけるファームウ
ェアアップグレード時には、ファームウェ
アは dirty data が無いことを確認しま
す。
このメッセージは異なるコントローラに
dirty cache を記録した TFM を取り付け
た際、各コントローラでデータ記録の規
格(ONFI)が異なっていた際にのみ表示
されます。
対処：
TFM 移設先のコントローラのファームウ
ェアバージョンを移設前のものと同一に
します
原因：
接続されたストレージデバイスが持つ構
成情報が、現在搭載されているアレイコ
ントローラ配下で作成されたものと属性
が一致しない
対処：
接続したストレージデバイス内の構成情
報をインポートするか、または RAID ボリ
ュームを削除する

Firmware version: %s
This firmware is a TEST version. It has
not completed any validation.
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原因：
アレイコントローラが現在の RAID ボリュ
ームの構成情報を正しく処理できない
対処：
正式なファームウェアにアップデートす
る
原因：
アレイコントローラが現在の RAID ボリュ
ームの構成情報を正しく処理できない
対処：
正式なファームウェアにアップデートす
る
原因：
アレイコントローラが現在の RAID ボリュ
ームの構成情報を正しく処理できない
対処：
正式なファームウェアにアップデートす
る
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11

BOOT_MSG_SAS_SATA_MI BOOT_TIME_
XING_VIOLATION
WAIT

An enclosure was found that contains
both SAS and SATA drives, but this
controller does not allow mixed drive
types in a single enclosure.
Correct the problem then restart your
system.
Press any key to continue, or press C to
load the configuration utility.

12

BOOT_MSG_SAS_NOT_SU BOOT_TIME_
PPORTED
WAIT

SAS drives were detected, but this
controller does not support SAS drives.
Remove the SAS drives then restart your
system.
Press any key to continue, or press C to
load the configuration utility.

13

BOOT_MSG_SATA_NOT_S
UPPORTED

BOOT_TIME_
WAIT

SATA drives were detected, but this
controller does not support SATA drives.
Remove the SATA drives then restart
your system.
Press any key to continue, or press C to
load the configuration utility.

14

BOOT_MSG_ENCL_COUNT BOOT_TIME_
_PER_PORT_EXCEEDED
WAIT

There are %d enclosures connected to
connector
%s, but only maximum of %d
enclosures can be connected to a single
SAS connector.
Remove the extra enclosures then
restart your system.

15

BOOT_MSG_SAS_TOPOLO BOOT_TIME_
GY_ERROR
WAIT

Invalid SAS topology detected.
Check your cable configurations, repair
the problem, and restart your system.

17

BOOT_MSG_BBU_MSG_DI 10
SABLE

18

BOOT_MSG_BAD_MFC_SA 10
SADDRESS

The battery hardware is missing or
malfunctioning, or the battery is
unconnected, or the battery could be
fully discharged.
If you continue to boot the system, the
battery-backed cache will not function.
If battery is connected and has been
allowed to charge for 30 minutes and
this message continues to appear,
contact technical support for assistance.
Press D to disable this warning (if your
controller does not have a battery)
Invalid SAS Address present in MFC
data.
Program a valid SAS Address and restart
your system.
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原因：
エンクロージャに SAS および SATA ドライ
ブが接続されているが、アレイコントロ
ーラが単一エンクロージャ内に複数種ド
ライブの混載をサポートしていない
対処：
SAS または SATA ドライブのいずれか片
方のみを搭載する
単一エンクロージャ内に服す種ドライブ
の混載をサポートするアレイコントロー
ラに変更する
原因：
このアレイコントローラは SAS ドライブの
接続をサポートしていない
対処：
SAS ドライブを SATA ドライブに変更し、
システムをリブートする
原因：
このアレイコントローラは SATA ドライブ
の接続をサポートしていない
対処：
SATA ドライブを SAS ドライブに変更し、
システムをリブートする
原因：
コントローラの接続可能エンクロージャ
の台数に制限がある
対処：
追加のエンクロージャを取り除くか、必
要な台数のエンクロージャを接続可能
なコントローラを追加する
原因：
不正な SAS 接続形態を検出した
対処：
ケーブルの接続を確認し、正しい SAS
接続形態に再接続する
対処：
FBU/BBU の接続を確認する
FBU/BBU が正しく充電されていることを
確認する
FBU/BBU が故障している場合は、修理
相談窓口にコンタクトする
FBU/BBU を使用しない構成の場合は、
<D>キーを押すことにより、本メッセージ
の表示を抑制することができる

原因：
無効な SAS アドレスを検出した
対処：
1. サーバの電源を切断し、アレイコント
ローラを取り外す
2. SAS アドレスのラベルを確認し、SAS
アドレスを再設定する
SAS アドレスが再設定できない場合は、
修理相談窓口にコンタクトする
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19

BOOT_MSG_PDS_MISSIN
G

BOOT_TIME_
WAIT

20

BOOT_MSG_LDS_OFFLINE BOOT_TIME_
WAIT

21

BOOT_MSG_LDS_MISSING BOOT_TIME_
WAIT

22

BOOT_MSG_LDS_MISSING BOOT_TIME_
_SPANS
WAIT

Some configured disks have been
removed from your system, or are no
longer accessible.
Check your cables and also make sure
all disks are present.
Press any key to continue, or press C to
load the configuration utility.

原因：
アレイ構成されていたドライブが認識で
きない
対処：
アレイ構成されていたドライブが正しく接
続されていることを確認する
BIOS Utility にてデバイスが表示されて
いることを確認する
ドライブがスピンアップし、電源が供給さ
れていることを確認する
ドライブがバックプレーンに接続されて
いる場合は、バックプレーンからドライブ
に電源が供給されているか確認する
The following VDs have missing
原因：
disks: %s.
アレイ構成されていたドライブが認識で
If you proceed (or load the
きない
configuration utility), these VDs will be 対処：
marked OFFLINE and will be
アレイ構成されていたドライブが正しく接
inaccessible.
続されていることを確認する
Check your cables and make sure all
BIOS Utility にてデバイスが表示されて
disks are present.
Press any key to continue, or press C to いることを確認する
ドライブがスピンアップし、電源が供給さ
load the configuration utility.
れていることを確認する
ドライブがバックプレーンに接続されて
いる場合は、バックプレーンからドライブ
に電源が供給されているか確認する
The following VDs are missing: %s.
原因：
If you proceed (or load the
アレイ構成されていたドライブが認識で
configuration utility), these VDs will be きない
removed from your configuration.
対処：
If you wish to use them at a later time, アレイ構成されていたドライブが正しく接
they will have to be imported. If you
続されていることを確認する
believe these VDs should be present,
BIOS Utility にてデバイスが表示されて
power off your system and check your
いることを確認する
cables to make sure all disks are
ドライブがスピンアップし、電源が供給さ
present.
Press any key to continue, or press C to れていることを確認する
ドライブがバックプレーンに接続されて
load the configuration utility.
いる場合は、バックプレーンからドライブ
に電源が供給されているか確認する
The following VDs are missing complete 原因：
spans: %s. If you proceed (or load the
アレイ構成されていたドライブが認識で
configuration utility), these VDs will be きない
removed from your configuration and
対処：
the remaining drives marked as foreign. アレイ構成されていたドライブが正しく接
If you wish to use them at a later time,
続されていることを確認する
restore the missing span(s) and use a
BIOS Utility にてデバイスが表示されて
foreign import to recover the VDs.
いることを確認する
If you believe these VDs should be
ドライブがスピンアップし、電源が供給さ
present, please power off your system
and check your cables to make sure all れていることを確認する
ドライブがバックプレーンに接続されて
disks are present.
Press any key to continue, or press C to いる場合は、バックプレーンからドライブ
load the configuration utility.
に電源が供給されているか確認する
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23

25

27

28

29

30

BOOT_MSG_CONFIG_MISS BOOT_TIME_
ING
WAIT

All of the disks from your previous
configuration are gone. If this is an
unexpected message, power off your
system and check your cables to make
sure all disks are present.
Press any key to continue, or press C to
load the configuration utility.

原因：
アレイ構成されていたドライブが認識で
きない
対処：
アレイ構成されていたドライブが正しく接
続されていることを確認する
BIOS Utility にてデバイスが表示されて
いることを確認する
ドライブがスピンアップし、電源が供給さ
れていることを確認する
ドライブがバックプレーンに接続されて
いる場合は、バックプレーンからドライブ
に電源が供給されているか確認する
BOOT_MSG_LDS_WILL_R 5
Your VDs that are configured for Write- 対処：
UN_WRITE_THRU
Back are
FBU/BBU の接続を確認する
temporarily running in Write-Through
FBU/BBU が正しく充電されていることを
mode. This is caused by the battery
確認する
being charged, missing, or bad.
FBU/BBU が故障している場合は、修理
Allow the battery to charge for 24 hours
相談窓口にコンタクトする
before evaluating the battery for
replacement. The following VDs are
affected: %s
Press any key to continue.
BOOT_MSG_CACHE_DISC BOOT_TIME_ Cache data was lost due to an
対処：
ARD_WARNING
WAIT
unexpected power-off or reboot during FBU/BBU の接続を確認する
a write operation, but the adapter has
FBU/BBU が正しく充電されていることを
recovered. This could be because of
確認する
memory problems, bad battery, or you FBU/BBU が故障している場合は、修理
might not have a battery installed.
相談窓口にコンタクトする
Press any key to continue or C to load
the configuration utility.
BOOT_MSG_CONFIG_CHA BOOT_TIME_C Entering the configuration utility in this 原因：
NGE_WARNING
RITICAL
state will result in drive configuration
アレイ構成されていたドライブが認識で
changes.
きない
Press Y to continue loading the
対処：
configuration utility or power off your
アレイ構成されていたドライブが正しく接
system and check your cables to make
続されていることを確認する
sure all disks are present and reboot the
BIOS Utility にてデバイスが表示されて
system.
いることを確認する
ドライブがスピンアップし、電源が供給さ
れていることを確認する
ドライブがバックプレーンに接続されて
いる場合は、バックプレーンからドライブ
に電源が供給されているか確認する
使用実績のあるドライブをアレイコントロ
ーラに接続して再利用する場合は、記
録されたデータを破棄して続行する
BOOT_MSG_EMBEDDED_ BOOT_TIME_C Multibit ECC errors were detected on the 原因：
MULTIBIT_ECC_ERROR
RITICAL
RAID controller. If you continue, data
キャッシュメモリ上でマルチビット ECC エ
corruption can occur.
ラーが発生した
Contact technical support to resolve this 対処：
issue.
修理相談窓口にコンタクトし、アレイコン
Press X to continue, otherwise power off
トローラを交換する
the system, replace the controller, and
reboot.
BOOT_MSG_EMBEDDED_ BOOT_TIME_C Single-bit ECC errors were detected on
原因：
SINGLE_BIT_ECC_ERROR RITICAL
the RAID controller.
キャッシュメモリ上で複数のシングルビ
Contact technical support to resolve this ット ECC エラーが発生した
issue.
対処：
Press X to continue or else power off the 修理相談窓口にコンタクトし、アレイコン
system, replace the controller, and
トローラを交換する
reboot.
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32

33

35

BOOT_MSG_HBA_MULTIB BOOT_TIME_C Multibit ECC errors were detected on the
IT_ECC_ERROR
RITICAL
RAID controller. The DIMM on the
controller needs replacement.
Contact technical support to resolve this
issue. If you continue, data corruption
can occur.
Press X to continue, otherwise power off
the system and replace the DIMM
module and reboot. If you have
replaced the DIMM press X to continue.
BOOT_MSG_HBA_SINGLE BOOT_TIME_C Single-bit ECC errors were detected
_BIT_ECC_ERROR
RITICAL
during the previous boot of the RAID
controller. The DIMM on the controller
needs replacement.
Contact technical support to resolve this
issue.
Press X to continue, otherwise power off
the system and replace the DIMM
module and reboot. If you have
replaced the DIMM press X to continue.
BOOT_MSG_ENCL_VIOLAT BOOT_TIME_C The attached enclosure does not
ION_MODE
RITICAL
support in controller's Direct mapping
mode.
Contact your system support.
The system has halted because of an
unsupported configuration.

36

BOOT_MSG_EXP_VIOLATI
ON_FORCE_REBOOT

37

BOOT_MSG_8033X_ATU_I BOOT_TIME_C Your controller's I/O processor has a
SSUE
RITICAL
fault that can potentially cause data
corruption. Your controller needs
replacement.
Contact your system support.
To continue, press Y to acknowledge.
BOOT_MSG_MAX_DISKS_ BOOT_TIME_C The number of disks exceeded the
EXCEEDED
RITICAL
maximum supported count of %d disks.
Remove the extra drives and reboot
system to avoid losing data.
Press Y to continue with extra drives.

38

40

41
42

10

Expander detected in controller with
direct mapping mode.
Reconfiguring automatically to
persistent mapping mode. Automatic
reboot would happen in 10 seconds.

原因：
キャッシュメモリ上でマルチビット ECC エ
ラーが発生した
対処：
修理相談窓口にコンタクトし、アレイコン
トローラを交換する

原因：
前回のシステム稼働中にキャッシュメモ
リ上で複数のシングルビット ECC エラー
が発生した
対処：
修理相談窓口にコンタクトし、アレイコン
トローラを交換する

原因：
エンクロージャのデイジーチェーン接続
数が多すぎる可能性、またはドライブの
セキュリティ機能に起因する可能性があ
る
対処：
サポート対象外のドライブを取り外す
ドライブの接続台を削減する
エンクロージャを交換する
ファームウェア版数を確認する
上記で改善しない場合、修理相談窓口
にコンタクトする
対処：
対処不要。アレイコントローラは自動的
に設定を変更し、リブートする。
その後も改善されない場合、修理相談
窓口にコンタクトする
対処：
修理相談窓口にコンタクトする

対処：
追加したドライブを取り除き、アレイ構成
のサイズを縮小する
より多くのドライブを接続可能なアレイコ
ントローラと交換する
BOOT_MSG_DISCOVERY_E BOOT_TIME_C A discovery error has occurred, power
対処：
RROR
RITICAL
cycle the system and all the enclosures サーバおよび接続されているすべての
attached to this system.
エンクロージャをシャットダウン・再起動
する
すべてのケーブルが正しく接続されてい
ることを確認する
ドライブに問題がある場合は、トポロジ
ーを縮小する
上記を実施後も改善しない場合は、各
種ログの採取後、修理相談窓口にコン
タクトする
BOOT_MSG_CTRL_SECRET BOOT_TIME_ Drive security is enabled on this
対処：
_KEY_FIRST
WAIT
controller and a pass phrase is required. ブートパスワードを入力する
Enter the pass phrase.
BOOT_MSG_CTRL_SECRET BOOT_TIME_ Invalid pass phrase. Enter the pass
対処：
_KEY_RETRY
WAIT
phrase.
ブートパスワードを入力する
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43

BOOT_MSG_CTRL_LOCK_K BOOT_TIME_
EY_INVALID
WAIT

There was a drive security key error. All
secure drives will be marked as foreign.
Press any key to continue, or C to load
the configuration utility.

44

BOOT_MSG_KEY_MISSING BOOT_TIME_
_REBOOT_OR_CONTINUE WAIT

Invalid pass phrase. If you continue, a
drive security key error will occur and all
secure configurations will be marked as
foreign.
Reboot the machine to retry the pass
phrase or press any key to continue.

49

BOOT_MSG_NVDATA_IMA BOOT_TIME_
G E_MISSING
WAIT

Firmware did not find valid NVDATA
image.
Program a valid NVDATA image and
restart your system.
Press any key to continue.

50

BOOT_MSG_IR_MR_MIGR BOOT_TIME_
ATION_FAILED
WAIT

IR to MR Migration failed.
Press any key to continue with MR
defined NVDATA values

52

BOOT_MSG_LDS_CACHE_ 10
PINNED

Offline or missing virtual drives with
preserved cache exist.
Check the cables and make sure that all
drives are present.
Press any key to continue, or C to load
the configuration utility.

53

BOOT_MSG_LDS_CACHE_ BOOT_TIME_C Offline or missing virtual drives with
PINNED_HALT
RITICAL
preserved cache exist.
Check the cables and make sure that all
drives are present.
Press any key to enter the configuration
utility.

58

BOOT_MSG_BBU_MSG_DI 10
SABLE_PERC

The battery is currently discharged or
disconnected. Verify the connection and
allow 30 minutes for charging. If the
battery is properly connected and it has
not returned to operational state after
30 minutes of charging, contact
technical support for additional
assistance.
Press D to disable this warning (if your
controller does not have a battery).
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対処：
アレイコントローラが SED（Selfencrypting drive, 自己暗号化ドライブ)を
サポートしているか確認する
対処：
システムをリブートし、再度ブートパスワ
ードを入力するか、任意のキーを入力し
セキュリティ設定されたロジカルドライブ
を foreign にマークした状態でブートを
続行する
対処：
正しい NVData イメージを含むファーム
ウェアパッケージを書き込む
現在のファームウェアバージョンを確認
し、必要な場合は最新のファームウェア
に更新する。この際、アップデート後に
外部構成情報のインポートが必要な場
合がある
対処：
アレイコントローラとドライブのケーブリ
ングを確認する
原因：
アレイ構成されていたドライブが認識で
きない
対処：
アレイ構成されていたドライブが正しく接
続されていることを確認する
BIOS Utility にてデバイスが表示されて
いることを確認する
ドライブがスピンアップし、電源が供給さ
れていることを確認する
ドライブがバックプレーンに接続されて
いる場合は、バックプレーンからドライブ
に電源が供給されているか確認する
ドライブが再認識された場合は、TFM に
記録されたキャッシュデータの書き戻し
が実施される
原因：
アレイ構成されていたドライブが認識で
きない
対処：
アレイ構成されていたドライブが正しく接
続されていることを確認する
BIOS Utility にてデバイスが表示されて
いることを確認する
ドライブがスピンアップし、電源が供給さ
れていることを確認する
ドライブがバックプレーンに接続されて
いる場合は、バックプレーンからドライブ
に電源が供給されているか確認する
ドライブが再認識された場合は、TFM に
記録されたキャッシュデータの書き戻し
が実施される
対処：
BBU の接続を確認する
BBU が正しく充電されていることを確認
する
BBU が故障している場合は、修理相談
窓口にコンタクトする
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59

BOOT_MSG_LDS_WILL_R
UN_WRITE_THRU_PERC

5

60

BOOT_MSG_CACHE_DISC
ARD_WARNING_PERC

61

BOOT_MSG_ROLLBACK_A BOOT_TIME_C A snapshot rollback is in progress on
CTIVE
RITICAL
VDs %s, the controller cannot boot until
the rollback operation completes.
Press any key to enter the configuration
utility.
BOOT_MSG_CFG_CMD_LO BOOT_TIME_ The most recent configuration
ST
WAIT
command could not be committed and
must be retried.
Press any key to continue, or C to load
the configuration utility.
BOOT_MSG_CFG_CHANGE 10
Firmware could not synchronize the
S_LOST
configuration or property changes for
some of the VD's/PD's.
Press any key to continue, or C to load
the configuration utility.
BOOT_MSG_CFG_ONBOA BOOT_TIME_C On-board expander firmware or
RD_EXP_NOT_DETECTED RITICAL
manufacturing image is corrupted. The
flash expander firmware and
manufacturing image use the recovery
tools.
BOOT_MSG_PFK_INCOMP BOOT_TIME_ The native configuration is not
ATIBLE
WAIT
supported by the current firmware.
Make sure that the correct controller
firmware is being used. If you continue,
the configuration will be marked as
foreign.
Press any key to continue.

64

65

66

67

BOOT_TIME_
WAIT

The battery is currently discharged or
disconnected. VDs configured in
Write-Back mode will run in WriteThrough mode to protect your data and
will return to the Write-Back policy
when the battery is operational.
If VDs have not returned to Write-Back
mode after 30 minutes of charging then
contact technical support for additional
assistance. The following VDs are
affected: %s.
Press any key to continue.
Cache data was lost, but the controller
has recovered. This could be because
your controller had protected cache
after an unexpected power loss and
your system was without power longer
than the battery backup time.
Press any key to continue or C to load
the configuration utility.

68

BOOT_MSG_INVALID_FOR 5
EIGN_CFG_IMPORT

Foreign configuration import did not
import any drives.
Press any key to continue.

69

BOOT_MSG_UPGRADED_I 2
MR_TO_MR

70

BOOT_MSG_PFK_ENABLE BOOT_TIME_
D_AT_BOOT_TIME
WAIT

Valid memory detected. Firmware is
upgraded from iMR to MR.
Reboot the system for the MR firmware
to run.
Advanced software options keys were
detected, features activated – %s.
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原因：
FBU/BBU からの給電がされていない
為、Write-Back に設定されている VDx
は Write-Through で動作する
対処：
FBU/BBU の接続を確認する
FBU/BBU が正しく充電されていることを
確認する
FBU/BBU が故障している場合は、修理
相談窓口にコンタクトする
原因：
キャッシュデータはロストしたが、アレイ
コントローラは復帰した。これは予期し
ない電源断および、FBU からの給電が
不足していた為と推測される
対処：
TFM および FBU の状態を確認する
電源断が発生したタイミングにおける充
電量を確認する
必要な場合、TFM または FBU を交換す
る
12G コントローラでは未サポート

n/a

対処：
このメッセージが繰り返し表示される場
合、テクニカルサポートにコンタクトする
対処：
テクニカルサポートにコンタクトし、エキ
スパンダを交換する
対処：
SEL、OS イベントログおよびファームウェ
アログを採取する
ファームウェア版数を確認し、最新版に
アップデートする
問題が解決しない場合、テクニカルサポ
ートにコンタクトする
対処：
アレイコントローラのファームウェア版数
を確認する
アレイコントローラを交換し、再度
Import を実施する
問題が解決しない場合、テクニカルサポ
ートにコンタクトする
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71

BOOT_MSG_PFK_DISABLE BOOT_TIME_
D_AT_BOOT_TIME
WAIT

73

BOOT_MSG_DC_ON_DEGR BOOT_TIME_C Consecutive power loss detected during
ADED_LD
RITICAL
I/O transactions on
non-optimal write-back volumes. This
might have resulted in data integrity
issues.
Press 'X' to proceed.

75

BOOT_MSG_DOWNGRADE BOOT_TIME_C Bad or missing RAID controller memory
_MR_TO_IMR
RITICAL
module detected.
Press D to downgrade the RAID
controller to iMR mode.
Warning! Downgrading to iMR mode,
might result in incompatible Logical
drives.
Press any other key to continue,
controller shall boot to safe mode.
BOOT_MSG_HEADLESS_D 0
—
U MMY
BOOT_MSG_LIST_TERMIN 0
—
A TOR

76
77

Advanced software options keys were
missing, features deactivated – %s.
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対処：
ケーブルの接続を確認する
Advanced Software Options キーの状態
を確認する
問題が解決しない場合、テクニカルサポ
ートにコンタクトする
対処：
アレイコントローラがセキュリティ機能に
よりロックされている場合、アレイコント
ローラの状態を確認する
電源ユニット、BBU および FBU の状態を
確認する
いずれかのハードウェア故障を検出し
た場合、テクニカルサポートにコンタクト
する
原因：
アレイコントローラのキャッシュメモリが
認識されない、もしくは故障を検出した
対処：
修理相談窓口にコンタクトし、アレイコン
トローラを交換する
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改版履歴
V1.0L10, 2017 年 9 月 20 日
◼

初版提供

V1.1L10, 2017 年 12 月 22 日
◼

6. RAID 構成された物理ドライブの交換を修正

V1.2L10, 2019 年 9 月 20 日
◼
◼
◼
◼
◼

2.1.7 Profile の管理 を追加
4.4.1 ロジカルドライブのプロファイル作成 を更新
4.5.5 コントローラのデバッグログの保存または消去 を追加
4.5.9 PCIe ストレージインターフェースの管理 を追加
4.5.10 Profile の管理 を追加

V1.3L10, 2021 年 6 月 2 日
◼
◼
◼
◼
◼
◼

2.1.20.2 iRMC を使用したアレイコントローラの監視・管理 を更新
6 RAID 構成された物理ドライブの交換 にて iRMC WebUI に関する記載を更新
7.2 アレイコントローラの交換 を更新
8. iRMC WebUI (OOB-RAID)による RAID 関連コンポーネントの情報表示 を更新
A.2 コントローラログ一覧 イベント 0x0071 を更新
A.2 コントローラログ一覧 イベント 0x0124 を更新
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