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1.はじめに

1. はじめに
ストレージ サブシステムは、最大 24 台の 2.5" ハード ディスク ドライブに対応できます。たとえば、24 台の 300 GB
ハード ディスク ドライブを搭載すると、1 台の筐体で約 7.2 Tbyte のメモリを使用できます。1 つの RAID コントロー
ラ ポートに、最大 3 台のハード ディスク ドライブをデイジーチェーン接続できます。

1.1. 表記規則
イタリック体

テキスト内でコマンドおよびエントリを示します。

セミボールド

テキストを強調表示します。

引用符

他の章またはマニュアルへの参照を示します。
ユーザが実行する必要のあるアクションを示します。
詳細情報、注意事項、およびヒントを示します。

注意!

無視した場合、健康、サーバの運用性、またはデータのセキュリティに
危険が及ぶ警告を示します。

表 1：表記規則

1.2. 仕様
電気特性
電源モジュール

それぞれ 864 W のホットプラグ対応モジュール 2 台（冗長）

出力電力

681 W / 1+1、各 681 W（ファン装置の電力散逸なし）

最大有効電力

各 864 W（ファン装置の電力散逸を含む）

最大皮相電力

870 VA（100 VAC、50 Hz）

伝熱

1390 kJ/h（1317 btu/h）

定格電圧

100 V ～ 240 V

最大定格電流

4.9 A ～ 1.9 A / 100 V ～ 240 V

定格周波数

50 Hz ～ 60 Hz

環境条件（DIN EN 60721 準拠）
温度/動作時

5°C ～ 40°C

温度/非動作時

0°C ～ 50°C
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1.2 仕様
ノイズ レベル（ISO 9296 準拠）
LWAd（1 B = 10 dB）

アイドル時（ISO 7779）：6.0 B
動作時（ISO 7779）：6.0 B

L

アイドル時（ISO 7779）：44

pAm

dB動作時（ISO 7779）：44 d

（横に立った状態）
寸法
ラック（高さ × 幅 × 奥行）

（88 x 483 x 660 cm）
2 台ごとの高さ単位

重量

約 33.5 kg
（アップグレードに依存）
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2. 特記事項
2.1. 安全に関する注意事項
ここでは、ストレージ サブシステム使用時の注意事項を記載します。
このデバイスは IT 機器に関連する安全基準に準拠しています。
使用環境でのシステムのセットアップおよび操作に関するご質問は、販売担当者または弊社のカスタマー サービ
ス チームにお問い合わせください。
注意!



デバイスを輸送する際は、元の梱包材または振動や衝撃から保護できる適切な梱包材を使用してくだ
さい。



デバイスのセットアップ前および運用前に、「仕様」（12 ページ）の環境条件に関する注意事項をお読
みください。



デバイスが低温の環境から運び込まれた場合は、マシン内部や外側に結露が生じる可能性があります。
デバイスが室温に順応して完全に乾くまで待ってから、起動してください。この要件に従わないと、物理
的損傷が生じる可能性があります。



型式ラベルに指定されている定格電圧が、現場の電圧と同じであることを確認してください。



デバイスは必ず、適切に接地された壁面コンセントに接続する必要があります（デバイスにはテストお
よび認定済みの電源ケーブルが付属しています）。



デバイスの電源ソケットと建物の配線システムの接地で保護されたコンセントを障害なく接続できるこ
とを確認してください。



デバイスのスイッチを切っても、電源は切断されません。電源を切断するには、電源プラグを抜く必要
があります。



ユニットを開く前に、デバイスのスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。



ケーブルは、つまずくことがない場所に配置し、損傷しないように配線してください。デバイスを接続す
る際は、このマニュアルの該当する注意事項を参照してください。



荒天中は決してデータ伝送回線を接続または切断しないでください（落雷の危険があるため）。



複数のキャビネットで構成されているシステムでは、キャビネットごとに別個のヒューズ ソケットを使用す
る必要があります。



サーバおよび直接接続された外部ストレージ サブシステムは、同じ配電盤に接続してください。同じ配電
盤に接続されていないと、たとえば中央処理装置がまだ動作している状態で、電源障害時にストレージ サ
ブシステムに障害が発生した場合、データを失う危険があります。

7

2.1 安全に関する注意事項
注意!



デバイスに、ブレスレットやペーパー クリップなどが落ちたり、液体がこぼれたりしないようにしてくださ
い（感電または短絡の危険）。



筐体、電源コード、電源コントロールの破損や、液体や異物が入った場合などの緊急時には、直ちに
デバイスの電源を切断して電源プラグを抜き、サービス部門に連絡してください。



システムの正常な動作（IEC 60950-1/EN 60950-1 に準拠）は、すべての空スロットまたはすべての
空ベイのダミーにスロット カバーが取り付けられており、筐体カバーが適合している（冷却、防火、
RFI 抑制）場合にのみ保証されることに注意してください。
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2.2. 静電気の影響を受けやすいコンポーネントのラベル
静電気の影響を受けやすいコンポーネントは、次のステッカーで識別できます。

図 1：静電気の影響を受けやすいコンポーネントのステッカー

静電気の影響を受けやすいコンポーネントが含まれるモジュールを取り扱う際には、以下の手順に従う必要があ
ります。


静電気の影響を受けやすいコンポーネントが含まれるモジュールを取り扱う前に、接地された金属製の物体
に触れるなどして身体に帯びた静電気を放電します。



使用する機器および工具は、静電気を帯びていない状態である必要があります。



静電気の影響を受けやすいコンポーネントが含まれるモジュールの取り付け/取り外しを行う前に、電源プラ
グを抜きます。



静電気の影響を受けやすいコンポーネントが含まれるモジュールは、端の部分だけを持って取り扱います。



静電気の影響を受けやすいコンポーネントが含まれるモジュールのピンやトラックの導体には手を触れない
ようにしてください。



モジュールを取り付ける際は、専用に設計されたアース ストラップを身に着けて、そのストラップをシステム
ユニットに接続します。



すべてのコンポーネントを静電気対策が施されたベースに置きます。

静電気の影響を受けやすいコンポーネントが含まれるモジュールの取り扱いについて詳しくは、
ヨーロッパおよび国際標準（DIN EN 61340-5-1、ANSI/ESD S20.20）を参照してください。

9

2.3CE 証明書

2.3. CE 証明書
このデバイスは、出荷時に EEC 指令 89/336/EEC「Electromagnetic Compatibility」および
73/23/EEC「Low voltage directive」の要件を満たしています。したがって、このデバイスは CE 証明書
（CE=Communauté Européenne）の対象となります。

2.4. RFI 抑制
この製品に接続する他のすべての機器にも、EC ガイドライン 89/336/EWG に従って電波雑音抑制対策が講じ
られている必要があります。
この要件を満たす製品には、製造元が発行する該当する証明書や CE マークが付随しています。この要件を満
たさない製品は、BZT（Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation）の特別な許可がなければ運
用できません。
本製品は「クラス A」の機器です。この機器によって住宅地に有害な干渉を発生させるおそれがあります。
干渉が発生した場合、ユーザが適切な対策を講じ、それらの対策に伴うコストを負担する責任があります。

2.5. ラックの取り付けに関する注意事項


ラック マウント型モデルの重量とサイズを考慮して、2 名以上で取り付け作業を行うことが推奨されます。



ラックをセットアップする際は、傾き防止ブラケットが正しく取り付けられていることを確認してください。



安全上の理由により、取り付けおよび保守作業中にラックから引き出すユニットは一度に 1 台だけに
限ってください。



同時に複数のユニットをラックから引き出すと、ラックが前に傾く危険があります。

2.6. 輸送に関する注意事項
ストレージ サブシステムを輸送する際は、元々の梱包材あるいは振動や衝撃から保護する適切な梱
包材を使用してください。
輸送の手順がすべて完了するまで、開梱しないでください。
ストレージ サブシステムを持ち上げたり、運んだりする必要がある場合は、1 人で行わずに支援を求めて
ください。
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3.操作およびインジケータ要素

3. 操作およびインジケータ要素
ここでは、ストレージ サブシステムの操作およびインジケータ要素の位置と意味について説明します。

図 2：前面のスイッチ（ベゼルの背後）および LED
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3.1 前面のスイッチ

3.1. 前面のスイッチ
前面には 3 つのスイッチがあります。これらのスイッチは、ベゼルを取り外さなければ使用できません。お客様
は使用しないでください。

DC-ON スイッチ（プッシュ ボタン）/ AutoPower / MODE_SEL
これらのスイッチは、お客様が使用するためのものではありません（ベゼルの背後にあります）。デフォル
ト設定では、ストレージ サブシステムは、データ ホストにより自動的にオン/オフが切り替わります。

デフォル
ト設定

Yes

動作

電源オン：SAS 信号検出

MODE_SEL

AutoPower

オフ = ダウン

オフ = ダウン

オン = アップ

オン = アップ

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

電源オフ：SAS 信号未検出
No*

電源オン：AC-ON かつ SAS 信号検出
電源オフ：AC-OFF

No*

電源オン：DC-ON スイッチ
電源オフ：DC-ON スイッチ（4 秒以上）かつ SAS
信号未検出

No*

電源オン：AC-ON スイッチ
電源オフ：AC-OFF または DC-ON スイッチ
（4 秒以上）

*：サービス担当者およびエラー診断専用

3.2. 前面のインジケータ要素
ストレージ サブシステムの前面には以下のインジケータ要素があります。
–

4 つの動作ステータス LED。電源ステータス、作動可能ステータス、障害ステータス、および識別ステー
タスを示します。5 番目の LED（CACHE LED）は、ベゼルでカバーされています。

–

ハード ディスク ドライブのステータス LED

最大 24 台のハード ディスク ドライブそれぞれの作動可能 LED と障害 LED があります。
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3.2.1. 動作ステータス LED

–

電源ステータス LED（グリーン）

–

作動可能ステータス LED（グリーン）

–

障害ステータス LED （オレンジ）

–

識別ステータス LED
障害除去手順については、このマニュアルの章「障害の除去」（37 ページ）を参照してください。

ステータス LED

色

電源モジュール

グリーン ON

動作時

OFF
準備

グリーン ON
OFF

Fault

ID

オレンジ OFF

青色

意味
DC 電源オン
DC 電源オフ
通常動作中
作動不可
障害は発生していません

ON

エラーが検出されました

点滅*

ServerView RAID Manager による警告

点滅

エンクロージャの場所を示します

*：ServerView RAID Manager は、60 秒間隔でシステム ステータスを調べます。警告を通知する点滅が開始
されるまで、約 60 秒かかる場合があります（e. g. HDD を取り外した後）。エラーが解消されると、ファームウェ
アは障害 LED を消しますが、RAID Manager は古いステータスを示したり、新しい警告を通知して再び点滅を
開始させる場合があります。警告の原因がなくなった後（e. g. 取り外された HDD が再び挿入された場合）、
RAID Manager が点滅を停止するまでには最大 60 秒かかります。

13

3.2 前面のインジケータ要素

3.2.2. ハード ディスク ドライブのステータス LED

図 3：ハード ディスク ドライブのステータス LED
–

作動可能 LED（グリーン）

–

障害 LED （オレンジ）

ステータス 色

ホストから制

LED

御可能

動作時

意味

準備

グリーン No

HD のタイプに依存

障害/

オレンジ Yes

OFF

通常動作中

ON

エラーが検出されました

点滅

2 Hz：HDD の場所を示します

（2 Hz/1 Hz）

1 Hz：RAID コントローラにより、再構成またはコ
ピーバック

識別

3.2.3. エンクロージャ ID ラベル

図 4：前面のエンクロージャ ID ラベル
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3.3. 背面のインジケータ要素
ストレージ サブシステムの背面には以下のインジケータ要素があります。

–

SAS エクスパンダ ユニットのステータス LED

–

電源装置のステータス LED

3.3.1. SAS エクスパンダ ユニットのステータス LED

図 5：SAS エクスパンダ ユニットのステータス LED

–

作動可能/障害 LED（グリーン/オレンジ）

–

SAS-OUT リンク/障害 LED （グリーン/オレンジ）

–

SAS-IN リンク/障害 LED （グリーン/オレンジ）

–

ユニット ID LED （ブルー）
LED

色

Status（ステータス）

意味

作動可能/障害

グリーン

ON

通常の動作

オレンジ

ON

エラーが検出されました

SAS-OUT/SAS-IN

グリーン

ON

SAS リンク有効

リンク/障害

オレンジ

ON

交換対象の SAS ケーブルを示します

ユニット ID

青色

点滅

エクスパンダの場所を示します
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3.3 背面のインジケータ要素

3.3.2. 電源装置のステータス LED

図 6：電源装置のステータス LED

–

ステータス/障害 LED（グリーン/オレンジ）

LED

色

Status（ステータス）

意味

ステータス/障害

グリーン

ON

通常動作中

点滅

スタンバイ

ON

エラーが検出されました

オレンジ

3.3.3. エンクロージャ ID ラベル

図 7：背面のエンクロージャ ID ラベル
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3.操作およびインジケータ要素

3.3.4. ユニット番号
3.3.4.1.

ハード ディスク ドライブ

図 8：ハード ディスク ドライブの番号

3.3.4.2.

電源装置およびエクスパンダ ユニット

図 9：電源装置およびエクスパンダ ユニットの番号
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4.1 電源装置

4. 電源モジュール
4.1. 電源装置
ストレージ サブシステムには 2 台の電源装置が内臓されているため、接続されたすべてのコンポーネントへの
電源供給が保証されます。1 台の電源装置で障害が発生しても、システムは稼働し続けます（冗長電源）。

図 10：2 台の電源装置（#0、#1）が内臓されたストレージ サブシステム
電源装置には、付属の接続リード線でメイン電圧が供給されます。
2 台の電源装置を位相が異なる 2 つの社内回路に直接接続することで、位相の冗長性を実現できます
（セクション「メイン電圧接続」（28 ページ）を参照）。

4.1.1. 電源装置の交換
注意!
ストレージ システムで作業を行う前に、必ずこのマニュアルの章「特記事項」（7 ページ）を読んでくだ
さい。
電源装置で障害が発生した場合、電源装置の交換が必要になる可能性があります。関連するエラー メッセージ
については、セクション「動作ステータス LED」（13 ページ）および「電源装置のステータス LED」（16 ページ）な
らびに章「障害の除去」（37 ページ）を参照してください。

注意!
電源装置を交換する際は、温度上昇を防ぐために、5 分以上電源装置を取り外したままにしな
いでください。
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4.電源モジュール


障害が発生した電源装置から、AC ケーブル クランプを取り外して、リード線を除去します。

図 11：電源装置のイジェクト レバー
両手を使って両型のイジェクト レバーのラッチを解除し、装置を半分ほど引き出します。


電源装置の底部を支えながら、装置をベイから抜き出します。



新しい電源装置を、底部を支えながら空のベイに半分ほど挿入します。



PSU のイジェクト レバーを開き、PSU を挿入します。その後、レバーが完全に閉じるまで押し、ラッチが固定
したことを確認します。



電源装置にリード線を接続し（セクション「メイン電圧接続」（28 ページ）を参照、AC ケーブル クランプを取り付
けます。



電源ケーブルをメイン電圧に接続します（セクション「メイン電圧接続」（28 ページ）を参照）。



電源装置のステータス/障害 LED がグリーンに点灯していることを確認します。
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5.1 ハード ディスク ドライブの取り扱い

5. ハード ディスク ドライブ
ストレージ サブシステムは、最大 24 台の 2.5 ハード ディスク ドライブに対応できます。たとえば、最大 24 台の
300 GB ハード ディスク ドライブを搭載すると、1 台の筐体で約 7.2 Tbyte のメモリを使用できます。
ハード ディスク ドライブはフレームに組み込まれるため、運用中に欠陥のあるハード ディスク ドライブを交換（ホッ
トプラグ）したり、新しいハード ディスク ドライブを追加したりすることができます。
「ホットプラグ」機能は、対応する RAID コンフィギュレーションと併せて使用した場合に限り実行できます。RAID コ
ンフィギュレーションまたは RAID レベルの詳細については、ディスク アレイ コントローラのマニュアルを参照してく
ださい。
ハード ディスク ドライブを交換できるのは、非アクティブ状態の場合（セクション「ハード ディスク ドライブのステータス
LED」（14 ページ）の LED の説明を参照）、または管理ツールで欠陥としてマークされている場合のみです。
ホットプラグ手順は、システム運用の可用性を高め、高度なデータの整合性および障害に対する保護を保証します。

5.1. ハード ディスク ドライブの取り扱い
ハード ディスク ドライブは機密性の高い電磁気デバイスであるため、慎重に取り扱う必要があります。取り扱いを
誤ると、ほとんどの場合、ハード ディスク ドライブが部分的または完全に故障します。
故障した場合は、データ エラー、データの損失、あるいはハード ディスク ドライブの完全な損壊という結果に至り
ます。このような問題が起こらないよう、以下の規則に従ってください。

 ハード ディスク ドライブは、仕様で規定されている条件に従って保管および輸送してください。
 ハード ディスク ドライブを輸送する場合は、（たとえ、短距離であっても）必ず、元々の梱包材（ESD ラベル）を使
用してください。

 決してハード ディスク ドライブを温度衝撃にさらさないでください。ハード ディスク ドライブ内部や外側に結露
が生じないようにする必要があります。ハードディスク ドライブは、定義された温度および気象条件でのみ露
出させることができます。

 ハードディスクを置く場合は、緩衝材を使用した静電気防止用マットの上に置かなければなりません。HDD を
他のハード ディスクの上に置いたり、金属製のデスクに直接置いたりしないでください。ハード ディスクの間
には十分な間隔を取り、取り扱っている最中に 2 台のディスクが接触しないようにします。

 ハード ディスクを置く際は、ひっくり返らないように必ず最も大きい面を下にして慎重に置いてください。
20
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5.ハード ディスク ドライブ

5.2. ハード ディスク ドライブ/ブランク インサートの取り外し/取
り付け
注意!
ハード ディスク ドライブが完全な耐障害性 RAID コンフィギュレーション（RAID レベル 1、5、6、10、50、ま
たは 60）に属しているかどうか確実でない場合は、ハード ディスク ドライブを取り外さないでください。取り
外すと、データを失う可能性があります。
アップグレード後に元のベイに戻せるよう、すべてのハード ディスク ドライブに明確なマークを付ける必要
があります。ハード ディスク ドライブが元のベイに戻されないと、既存のデータが壊れる可能性があります。
ストレージ サブシステムの稼働中にハード ディスクを交換する場合は、温度上昇を避けるために、5 分以
内に交換する必要があります。
ストレージ サブシステム用に注文できるハード ディスク ドライブは、フレームに組み込まれた状態で提供されます。
フレームからハード ディスク ドライブを取り外す作業は、認定修理センターにのみ許可されます。

図 12：フレームに組み込まれた状態のハード ディスク ドライブ
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5.2 ハード ディスク ドライブ/ブランク インサートの取り外し/取り付け

図 13：ブランク インサート
空のベイには、ブランク インサートが取り付けられています。追加のハード ディスク ドライブを取り付ける場合は、
その前にブランク インサートを取り外す必要があります。

図 14：取り付けられているディスク フレームとブランク インサート
ブランク インサートの取り付け/取り外し手順は、ハード ディスク ドライブの取り付け/取り外し手順と同じです。
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5.ハード ディスク ドライブ

注意!
ブランク インサートは、後で使用できるように保管してください。ハード ディスク ドライブを再び取り外す場合、
代わりのハード ドライブ ディスクを取り付けないのであれば、EMC（電磁適合性）要件への適合および防火
のため、冷却用に空のインサートを元に戻す必要があります。

ハード ディスク ドライブの取り外し

図 15：ハード ディスク ドライブの取り外し/取り付け



ディスク ドライブのラッチを押して、ロック レバーを開きます。



ロック レバーを掴んで、ディスク ドライブを半分引き出します。



ハード ディスク ドライブの底部を支えながら、ベイから引き出します。
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5.2 ハード ディスク ドライブ/ブランク インサートの取り外し/取り付け

ハード ディスク ドライブの取り付け
注意!
ハード ディスク ドライブが動作環境に順応するまでに、以下の時間が必要です。
温度差（°C）

最小順応時間

（動作環境/外部）

（時間単位）

5

3

10

5

15

7

20

8

25

9

30

10

表 2：ハード ディスク ドライブの順応時間


ディスク ドライブのラッチを押して、ロック レバーを開きます。（図 15 も参照）。



ディスク ドライブを挿入する際は、振動や衝撃を与えないように、両手でしっかり持ってください。



レバーを開いた状態で、ディスク ドライブを空のベイの奥まで挿入します。



ロック レバーを戻します。クリック音がしたら、ロック レバーがロックされたことを意味します。
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5.ハード ディスク ドライブ

5.3. ハード ディスク ドライブのホットプラグ
注意!
ハード ディスク ドライブの交換前：正しいハード ディスク ドライブと交換するために、ServerView RAID
で依存するハード ディスク ドライブの故障 LED（オレンジ）の点滅をオンにしてください（セクション「ハー
ド ディスク ドライブのステータス LED」（14 ページ）を参照）。
動作中に SAS ハード ディスク ドライブを交換するには、次の手順に従います。


欠陥のないハード ディスク ドライブを抜き出す場合は、そのハード ディスク ドライブに対して読み取りまたは
書き込みアクセスが行われないようにする必要があります。



（欠陥のある/欠陥のない）ハード ディスク ドライブを数センチ引き出します。



少なくとも 60 秒間待ちます。
この待機時間は、ハードディスク ドライブが引き出されたことをホスト バス アダプタが認識するため、
およびハード ディスク ドライブが停止状態になるために必要です。



ハード ディスク ドライブを引き抜きます。



新しいハード ディスク ドライブを挿入します。

ハード ディスク ドライブを取り出した後、代わりのハード ディスク ドライブを取り付けない場合は、空のベイにブラ
ンク インサートを取り付けます。ブランク インサートがベイに正しく固定されたことを確認します。
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6.1SAS 接続

6. 接続手段
ストレージ サブシステムを運用に移すには、SAS およびメイン電圧を接続する必要があります。

6.1. SAS 接続
必要な接続は、ストレージ サブシステムの背面パネルにあります。

SAS Out port

SAS In port

図 16：SAS 接続


サーバとストレージ サブシステム間のデータ接続をセットアップするために、サーバの SAS ケーブル プ
ラグをストレージ サブシステムの SAS 入力ポート コネクタに差し込みます。
プラグが SAS コネクタにしっかりかみ合っていることを確認します。しっかりかみ合っていないと、サーバと
ストレージ システム間の円滑なデータ フローが保証されません。
プラグのロックを解除するには、ケーブルの種類に応じて、ストラップを引っ張るか、レバーを押します。

26

運用マニュアル

6.接続手段

図 17：2 種類の SAS プラグのロック解除方法
注意!
ホスト接続に使用できるのは、2 m、4 m、および 6 m の承認された SAS ケーブルのみです。ストレージ
サブシステムの直列接続には、承認された 0.75 m の SAS ケーブルのみを使用できます。
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6.2 メイン電圧接続

6.2. メイン電圧接続

図 18：電源ケーブルの接続

ストレージ サブシステムには、2 本の付属の電源ケーブルを介してメイン電圧が供給されます。


電源ケーブルの（1）のマークが付いている終端は、ストレージ サブシステムの背面パネルにある電源装置の
ポートに差し込みます。



電源ケーブルの（1）のマークが付いている終端は、メイン電圧ソケット ストリップにある安全ソケットに差し込
みます。
注意!
ストレージ サブシステムの少なくとも一方の電源装置と、そのサブシステムに接続されているサーバの
1 台の電源装置が、同じ位相で接続されるようにしてください。
ストレージ サブシステムのメイン電圧接続を位相に冗長性を持たせてセットアップするには、2 台の電源装
置を 2 つの異なる位相またはラック システムの 2 つの異なる回路に接続する必要があります。
ストレージ サブシステムを接続するために使用する安全ソケットが、16 A または 15 A（米国）自動カットア
ウトで十分に保護されていることを確認してください。
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7.構成

7. 構成
注意!
ホスト接続に使用できるのは、2 m、4 m、および 6 m の承認された SAS ケーブルのみです。ストレージ
サブシステムの直列接続には、承認された 0.75 m の SAS ケーブルのみを使用できます。

Server

Dual-Port RAID Controller

7.1. 基本設定

Storage subsystem

図 19：基本構成



デュアルポート RAID コントローラを装備したサーバ。



ストレージ・サブシステム（最大 24 台のハードディスク ドライブを搭載）。
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7.2 最大構成

7.2. 最大構成

Server

Dual-Port RAID Controller

max. 3 Storage subsystem

max. 3 Storage subsystem
図 20：最大構成



デュアルポート RAID コントローラを装備したサーバ。



RAID あたり最大 3 台のストレージ サブシステム（それぞれ最大 24 台のハード ディスク ドライブを搭載）
コントローラ ポート。

30

運用マニュアル

8.インストール

8. インストール
8.1. インストールの手順
注意!
ストレージ サブシステムを極端な環境条件にさらさないでください（セクション「仕様」（5 ページ）を参照）。
埃、湿気、熱から保護してください。
以下の取り付け手順は、この章の別のセクションで詳しく説明されています。


ストレージ サブシステムを開梱します。



ストレージ サブシステムをラックに挿入します。



ストレージ サブシステムのケーブル配線を行います（セクション「SAS 接続」（26 ページ）を参照）。



任意のシステム パラメータを設定します。



ストレージ サブシステムをメイン電圧に接続します（セクション「メイン電圧接続」（28 ページ）を参照）。



ストレージ サブシステムをオンにします。

8.2. ストレージ サブシステムの開梱
注意!
章「特記事項」（7 ページ）に記載されている安全上の注意事項に留意してください。

ストレージ サブシステムを運ぶ際には、他の人に協力してもらってください。
将来輸送する場合に備えて、ストレージ サブシステムの元々の梱包材を保持しておいてください。


すべての部品を開梱します。



パッケージの内容を目視点検して、輸送中に損傷していないことを確認します。



出荷物が、配達受領書に記載されている情報と一致するかどうかを確認します。



保証書の最初のページが完全に記入されているかどうかを確認します。

輸送中の損傷、またはパッケージの内容と配達受領書との不一致を見つけた場合は、サプライヤにすぐに連絡し
てください。
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8.3 ラックへのストレージサブシステムの取り付け

8.3. ラックへのストレージサブシステムの取り付け
注意!



章「特記事項」（7 ページ）に記載されているラックへの取り付けに関する安全上の注意事項と参照
情報に従ってください。



サーバーをラック内に配置する作業は、少なくとも 2 名で行う必要があります。



同時に複数のユニットを取り出すと、ラックが倒れる可能性があります。

8.3.1. ラックへの取り付け
このセクションの説明および図は、現行のサポート システムを参照しています。他のサポート システムにつ
いては、ラック マウント キットのパッケージングに該当する説明が記載されているはずです。
ラックへの取り付け作業には、サブシステムに付属のラック マウント キットを使用します。

1

2

3

図 21：ラック マウント キット

1

スライド レール（前面右側）

2

スライド レール（前面左側）

3

ネジとケージ ナット

4

取り付け説明書
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4

0 略語

マウント位置
次の図に、ラック内に上下に取り付ける 2 台のサブシステムのマウント位置、ネジおよびケージ ナットを示します。

ラック背面
背面左側**

ラック前面
背面右側**

前面左側**

前面右側**

凡例
*:

サブシステムの最下部からカウントした高さの単位（U）

**: ラックの背面から見た「背面左側」および「背面右側」
ラックの前面から見た「前面左側」および「前面右側」
: M5 ケージ ナット
: センタリング ワッシャ（「マウント スプリング」）付き M5 ネジ
:

M5 センタリング ネジ（マウント済み）

図 22：マウント位置
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8.3 ラックへのストレージサブシステムの取り付け


ラックにスライド レールを差し込みます。スライド レールをラックの長さに調整します。

図 23：右側のスライド レール（2 つのエンクロージャ用 2 本のレール、ラック前面）

図 24：左側のスライド レール（2 つのエンクロージャ用 2 本のレール、ラック背面）
マークされた接続ポイントにある支持ブラケットまたは支柱の適切な穴にネジを差し込み、スライド レールを



前面の 19" プロファイル/背面の 19" プロファイルおよびブラケットにネジ止めします。
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図 25：ケージ ナットの位置



サブシステムを固定するためのケージ ナットを前面支柱の適切な穴に配置します。



スライド レールの支持面の角にサブシステムを載せて、ラックの奥まで押し込みます。

次の手順は、1 名で行うことができます。

図 26：サブシステムの固定（2 台）


両側で刻み付きつまみネジを使用して、ラック内にサブシステムを固定します。左側のつまみネジは個別の
ベゼルの一部、右側のつまみネジはエンクロージャの一部です。



ケーブルを配線します。
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8.4. ストレージ サブシステムのオン/オフ切り替え
ストレージ サブシステムは、接続されているサーバによって自動的にオン/オフに切り替えられます。電源装置には
電源スイッチがありません。
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9. 障害の除去
注意!
章「特記事項」（7 ページ）に記載されている安全上の注意事項に留意してください。
障害が発生した場合は、以下に説明されている方法に従って是正を試みてください。



この章で説明されています。



接続されているサーバおよび RAID コントローラまたは使用されている HBA については、このマニュアルで
説明されています。

障害を是正できない場合は、以下の手順に従ってください。


実行した手順と、エラーが発生した時点での状態を記録します。表示されたすべてのエラー メッセージも記録
します。



接続されているサーバをオフに切り替えます。



ストレージ サブシステムの電源プラグを抜きます。



サービス組織に連絡します。
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9.1. 問題の解決策とヒント
ここでは、障害発生時にストレージ サブシステムで生じ得る異常について説明します。考えらえる原因を特定し、
障害を除去する方法を説明します。

9.1.1. 電源ステータス LED（前面）
電源ステータス LED がグリーンに点灯している場合、デバイスはオンになっていて、電源と少なくとも 1 台の電源
装置は正常な状態です。

9.1.1.1. 電源ステータス LED が点灯しない
電源ケーブルが正しく接続されていない


ストレージ サブシステムの電源ケーブルと安全ソケットが正しく接続されていることを確認してください。

電源装置に欠陥がある


電源装置の LED を確認します。電源装置の「障害」LED （オレンジの LED）が点灯している場合、その電
源装置には欠陥があります。



欠陥のある電源装置を交換してください。

詳細については、セクション「電源装置のステータス LED」（15 ページ）を参照してください。

9.1.2. 識別ステータス LED
9.1.2.1. 識別ステータス LED が点灯している
ServerView が識別のためにこの LED をオンにしました。エラーではありません。
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9.1.3. 障害ステータス LED
9.1.3.1. 動作中に障害ステータス LED が点灯する
ハードウェア エラーが検出されました（点灯）。ServerView が障害を検出しました（点滅）。ServerView でサービ
ス操作を確認してください。

9.1.4. ストレージ サブシステムがオフになる
温度が高すぎる
温度センサーが極端な温度（動作時の許容温度については、セクション「仕様」（5 ページ）を参照）を計測したため、
サーバがシステムをシャットダウンしました。


ストレージ サブシステムの温度が下がるまで待ってください。

9.1.5. 新しいドライブを取り付けた後、システムが起動しない
SAS 構成が誤っている（RAID コントローラ）



設定メニューを呼び出して、ドライブ設定（デバイス設定）と追加設定（拡張設定オプション）を確認してください。

9.1.6. ハード ディスク ドライブの作動可能 LED が点灯しない


ハード ディスク ドライブが正しく取り付けられてロックされていることを確認してください（セクション「ハード
ディスク ドライブ/ブランク インサートの取り外し/取り付け」（21 ページ）を参照）。

ハード ディスク ドライブまたはバックプレーンに欠陥がある



ハード ディスク ドライブを交換してください。それでも作動可能 LED が点灯しない場合は、バックプレーンに
欠陥があります。サービス組織に連絡してください。
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9.1.7. システム起動時にドライブがアクティブにならない
ケーブル接続が誤っている


ケーブル接続が元のステータに対応していることを確認してください。

RAID コントローラの設定が誤っている


コンフィギュレーション ディスクまたは RAID コントローラのコントローラ BIOS から RAID ユーティリティを呼
び出し、ドライブの設定を修正してください。

詳細な注意事項については、RAID コントローラのマニュアルを参照してください。

9.1.8. RAID コントローラで、追加されたドライブが誤っていることが示される
このエラー メッセージには、次の原因が考えられます。

RAID コントローラがドライブに対して設定されていない
システムがオフになっている状態でインストールが行われました。



インストール前に遡って RAID コントローラをドライブに対して設定してください。このトピックについては、
RAID コントローラのマニュアルを参照してください。

または


システムをオンにした状態で、ドライブを再インストールしてください。
それでもまだドライブが誤っている場合は、交換する必要があります（セクション「ハード ディスク ドライブのホッ
トプラグ」（25 ページ）を参照）。
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略語
以下に記載する技術用語および略語は、共通の専門用語および略語の全リストから抜粋したものです。
ここにリストされているすべての専門用語および略語が、記載されているデバイスに当てはまるわけではありません。

AC
交流電流
ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
ANSI
American National Standard Institute（米国規格協会）
ASR&R
Automatic Server Reconfiguration and Restart
ATA
Advanced Technology Attachment
BBU
Battery Backup Unit
BIOS
Basic Input/Output System（基本入出力システム）
BMC
Baseboard Management Controller（ベースボード管理コントローラ）
CC
Cache Coherency（キャッシュ コヒーレンシ）
CHS
Cylinder Head Sector（シリンダ ヘッド セクタ）
CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor（相補型 MOS）
COM
Communication
CPU
中央処理装置
DC
Direct Current（直流）
DIMM
Dual Inline Memory Module（デュアル インライン メモリ モジュール）
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DIP
Dual Inline Package（デュアル インライン パッケージ）
DMA
Direct Memory Access
DMI
Desktop Management Interface（デスクトップ管理インターフェイス）
DRAM
ダイナミック ランダム アクセス メモリ
ECC
Error Checking and Correction（エラー検出訂正）
EFI
Extensible Firmware Interface（拡張可能ファームウェア インターフェイス）
EMC
電磁干渉
EMI
Electromagnetic interference（電磁波干渉）
EMP
Emergency Management Port（緊急時管理ポート）
EMRL
Embedded RAID Logic（埋め込み RAID ロジック）
ESD
Electrostatic Sensitive Devices（静電気の影響を受けやすいデバイス）、Electro Static Discharge
（静電気放電）
EVRD
Enterprise VRD（エンタープライズ VRD）
FPC
Front Panel Controller（フロント パネル コントローラ）
FRU
Field Replaceable Unit（現地交換可能ユニット）
FSB
Front Side Bus（フロント サイド バス）
GUI
Graphical User Interface
HBA
Host Bus Adapter（ホスト バス アダプタ）
HDD
ハード ディスク ドライブ
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HPC
Hot-plug Controller（ホットプラグ コントローラ）
HSC
Hot-swap Controller（ホットスワップ コントローラ）
2

IC
Inter-Integrated Circuit
I/O
入出力
ICMicm
Intelligent Chassis Management（インテリジェント シャーシ管理）
ID
Identification IDE Integrated Drive Electronics
IEC
国際電気標準会議
IME
Integrated Mirroring Enhanced
IPMB
Intelligent Platform Management Bus（インテリジェント プラットフォーム管理バス）
IPMI
Intelligent Platform Management Interface（インテリジェント プラットフォーム管理インターフェイス）
iRMC
integrated Remote Management Controller（統合リモート管理コントローラ）
IRQ
Interrupt Request Line（中断要求行）
LAN
Local Area Network（ローカル エリア ネットワーク）
LBA
Logical Block Address（論理ブロック アドレス）
LCD
Liquid Crystal Display（液晶ディスプレイ）
LUN
Logical Unit Number（論理ユニット番号）
LVD
Low-Voltage Differential SAS（低電圧差 SAS）
MMF
Multi-Mode Fiber（マルチモード ファイバ）
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MRL
Manual-Retention Latch（Manual-Retention ラッチ）
NMI
Non-Maskable Interrupt（マスク不能割り込み）
NVRAM
Non-Volatile Random Access Memory（不揮発性ランダム アクセス メモリ）
OEM
相手先商標製品製造会社
OHCI
Open Host Controller Interface
OS
オペレーティング システム
PCI
Peripheral Component Interconnect
PDA
Prefailure Detection and Analyzing
PDB
分電盤
PIO
Programmed Input Output（プログラム式入出力）
PLD
Programmable Logic Device（プログラマブル論理デバイス）
POST
Power-On Self Test（電源投入時自己診断テスト）
PS(U)
Power Supply (Unit)（電源（装置））
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
RoHS
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances（電気機器および電子機器の廃棄に関する
EU ガイドライン）
RoMB
RAID on Motherboard
RSB
RemoteView Service Board
RST
ReSeT（リセット）
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RTC
Real Time Clock（リアルタイム クロック）
RTDS
Remote Test and Diagnostics System（リモート テスト診断システム）
SAF-TE
SCSI-Accessed Fault-Tolerance Enclosures
SAS
Serial Attached SCSI
SATA
Serial ATA（シリアル ATA）
SBE
Single-Bit Error（Single-Bit エラー）
SCA
Single Connector Attachment（シングル コネクタ アタッチメント）
SCSI
Small Computer System Interface（小型計算機システム インターフェイス）
SDR
Sensor Data Record（センサー データ レコード）
SDRAM
同期ダイナミック ランダム アクセス メモリ
SEL
System Event Log
SHDG
Server Hardware Design Guide（サーバ ハードウェア設計ガイド）
SMI
System Management Interrupt（システム管理の割り込み）
SMM
Server Management Mode（サーバ管理モード）
SMP
Symmetrical Multi-Processing（対称型マルチプロセッシング）
SSD
Solid State Disk（半導体 ディスク）
SSU
System Setup Utility（システム セットアップ ユーティリティ）
SVGA
Super Video Graphics Adapter（Super Video Graphics アダプタ）
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UHCI
Unified Host Controller Interface
USB
Universal Serial Bus（ユニバーサル シリアル バス）
WEEE
Waste from Electric and Electronic Equipment（EU 指令）
WfM
Wired for Management
WOL
Wake up On LAN
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