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概要

この資料はディスク エラーの異なる型を、それらを識別するのに使用できるツールおよびそれら
を分類する方法を記述したものです。

前提条件 

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

  

この資料に記載されている情報は Unified Computing System （UCS）のハード ディスクに基づ
いています。

  

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。



背景説明

資料はまたドライブの Medium エラーを識別するときハードディスク・ドライブ（HDD）および
Redundant Array of Independent Disk （RAID） コントローラの役割概説したものです。

注: Medium エラーはまた Media エラーと言われます

ハンドル HDD Medium エラー

何により HDD Medium エラーを引き起こしますか。

Medium エラーのほとんどのコモン コーズは生じる悪い信号の振幅です

信頼できない論理バス アドレス（LBA）は場所を読みました。 複数の再試行と時々回復可能
。

●

一時的な状態は、高いはえソフト パーティクルにより引き起こされて書きます。●

一時衝撃、振動、または以外トラックという結果に終る音響イベントによって引き起こされ
る一時的な状態は書きます。

●

現在のプライマリ問題場所のパッディングという結果に終る HDD 製造の悪いエラー マップ
機能。

●

 HDD はどのように Medium エラーを検出するか。 

  ステップ 1.The HDD は定期的にエラーを検出するためにバックグラウンド メディア スキャン
を行います。

  呼び出します。 書かれていた HDD はメディアから読むことを試み、どういうわけかデータを取
得することができません。

  ステップ 3 それを書かれていた HDD が取得することができないときデータは正常にメディアか
らのデータを読み込むためにさまざまなエラー リカバリ ステップを試す HDD リカバリ コードを
呼び出します。

  ステップ 4 ドライブが生成するすべてのリカバリ ステップ失敗ホストに戻る 03/11/0x エラーに
よっておよび LBA は保留中に逃走しますリストが置かれます。

侵略コントローラはどのように Medium エラーを検出しますか。

RAID コントローラはパトロールが読む間、Medium エラーに、整合性検査出会います、常態
は、改造読み、/書きますオペレーションを読みましたり/修正する。

●

RAID 設定に基づいて、コントローラは HDD によって報告される Medium エラーを処理でき
るかもしれ、それ以上のアクションが必要となりません。

●

場合によっては、コントローラは Medium エラーを処理し、エラーを処理するためにホスト
にパスをエラーできません。

●

Operating System （OS）はいつ Medium エラーを見ますか。

HDD が Medium エラーを報告し、RAID コントローラが回復を処理できなければホストはエ
ラーの知らせられます。

●

この通知は HDD および RAID コントローラが Medium エラーから回復できなかったのでイ●



ベントは発生したこともはやシステムを、それです機能する OS のための要求知らせるちょ
うど諮問メッセージではないです。
OS に必須コンテキストが正しく Medium エラーを解決するある場合、OS によって処理する
必要があります

●

ディスクがディスク（JBOD）のちょうど束にあれば、OS はコントローラによって訂正され
ないのでエラーを見ます。 これは HyperFlex （HX）/バーチャル（VSAN）環境でストレー
ジ エリア ネットワーク（SAN）拡張（CWDM/DWDM）よくあります。

●

HDD ロール

育てられた問題（G リスト） HDD レベル

ドライブが作動中の間、ヘッダーは弱められた磁気読まれたレベルが付いているセクターに出く
わすかもしれません。 データはまだ読解可能でしかし修飾されたよいセクターによって読まれる
レベルのための好まれたしきい値の下で下るかもしれません。 このディスク ドライブはこれを既
知よい控えリストで利用可能な新しい場所にセクター スペアこのデータでき、セクターと考慮し
ます。 データが移動されれば、古いセクター アドレスは育てられた問題に再度使用されるために
リストします、決して追加されません。 このプロセスは回復可能な Media エラーです。 ドライ
ブは完全であることが確認されした予備セクターの大半が排出されればスマートなトリガーを与
えます。

RAID コントローラ ロール

読まれるパトロール

読まれるパトロールはドライブを読取り、バックグラウンドをマップするドライブの悪いエ
リアを行うユーザ定義可能 なオプションです。

●

読まれるパトロールは失敗を駆動するために導く可能性がある物理ディスク エラーがあるか
どうか点検します。 これらのチェックは通常是正措置で試みが含まれています。 読まれるパ
トロールは自動か手動アクティベーションを用いるイネーブルまたはディセーブルである場
合もあります。

●

読まれるパトロールは RAID によって設定されるドライブで定期的に コントローラに接続さ
れる予約される物理ディスクのすべてのセクターを、それ含まれていますシステムがエリア
確認します。 パトロールはすべての RAID レベルおよびすべてのホット スペア ドライブの
ためにはたらきます読みました。

●

このプロセスは重い入出力（I/O）プロセスと同時に動作し続けることができるけれども
RAID コントローラが定義された時間のためにアイドル状態の他のバックグラウンド タスク
がアクティブではないときだけ開始し。

●

JBOD で設定されるドライブで読みますパトロールを行なうことができません。●

注: パトロールを残すことを潜伏意味インデクシング（LSI）はデフォルト値で読みました周
波数および他のパトロールを読みました最大のシステムパフォーマンスを実現するために設
定を推奨します。 値を変更することにする場合オリジナル デフォルト値をここに記録して
下さいそうすればあとでそれらを復元できます。

注: 読まれるパトロールは進行状況で動作すると同時に報告しません。 パトロール読まれた
ステータスはイベント ログだけで報告されます。



パトロールはイメージに示すようにオプションをあります読みました:

MegaCli 例

パトロールについての情報がパトロール間の状態および遅延を読むのを見るために実行を読んで
下さい:
# MegaCli64 - AdpPR -- aALL

現在のパトロールによって読まれる比率を知るために、実行して下さい:
# MegaCli64 - AdpGetProp PatrolReadRate - aALL

読まれる自動パトロールを無効に するため:
# MegaCli64 - AdpPR - Dsbl - aALL

読まれる自動パトロールを有効に するため:
#MegaCli64 - AdpPR - EnblAuto - aALL

手動パトロールによって読まれるスキャンを開始するため:
# MegaCli64 - AdpPR - Start - aALL

パトロールによって読まれるスキャンを停止するため:
# MegaCli64 - AdpPR -- aALL

整合性検査

RAID では、整合性検査はアレイの重複 データの正確性を確認します。 たとえば、パリティ
のシステムで、データ ドライブのパリティを計算するために一貫性 手段（方法）をチェック
し、パリティの内容と結果を比較することは駆動します。

●

JBOD は整合性検査をサポートしません。●

RAID 0 は整合性検査をサポートしません。●

RAID 1 はデータを比較しますないパリティを使用します。●

RAID 6 は 2 つのパリティ ドライブのためのパリティを計算し、両方を確認します。●

注: 少なくとも月に一度実行します整合性検査を推奨します。



整合性検査 管理オプションはイメージに示すようにあります:

整合性検査 スケジューリング オプションはイメージに示すようにあります:

MegaCli 例

次のスケジュールされた整合性検査が時間を計るのを見るため:
#MegaCli64 - AdpCcSched -- aALL



スケジュールされた整合性検査時間を変更するため:
#MegaCli64 - AdpCCSched - SetSTartTime 20171028 02 - aALL

整合性検査を無効に するため:
#MegaCli64 - AdpCcSched - Dsbl - aALL

RAID コントローラが Medium エラーを修理できない場合の条件

JBOD ホスト OS は Medium エラーに責任があります。●

RAID 0 冗長性がありません、従ってコントローラはデータを LBA に書くために HDD に与え
ることができません。

●

RAID 1 どのミラー コピーが正しいデータが含まれているかコントローラが言うことができ
ない時。 これは両方 LBAs が読むことができるがデータは一致する場合その時だけ発生しま
す。

●

RAID 5 同じ縞に 2 または More エラーがあれば。 たぶんアレイの改造の後で始められる時
発生するため。 ドライブは再製される他のどのドライブ改造のも 1 つのエラーおよび
Medium エラーです第 2 エラーです。 コントローラは置換 ドライブの LBA を再製するのに
必要とされたデータを再建できません。

●

RAID 6  同じ縞に 3 または More エラーがあれば。 たぶんアレイが再製される間、発生する
ため時。 ドライブはあらゆる 2 つの他のドライブの 1 つのエラー再製される改造が進行中の
間、および Medium エラーです第 2 および第 3 エラー、または Medium エラーおよび第 2 ド
ライブ障害です。 コントローラはエラーのドライブの LBAs を再製するのに必要とされたデ
ータを再建できません。

●

関連情報

MegaRaid® SAS ソフトウェア ユーザガイド●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

/content/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/mrsas/userguide/LSI_MR_SAS_SW_UG.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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