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背景説明
「時間の電源」は SSD 寿命判断のための重要なメトリックです。 影響を受けたソリッド ステー
ト Drives（SSD）を識別するために、model#for 影響を受けた SSD 電源投入時
Hours（PoH）and を場合によっては見ることを可能にする 3rdparty ユーティリティをダウンロ
ードする必要があります。  あなたの下でユーティリティをどこでおよびそれらを使用する方法に
関する手順を得るか見つけます。

ユーティリティをどこで得るか
そこに OS によっておよび必要から選択するべき are4different ユーティリティ。  下記の表を調
べて下さい。 

ツール 適当な OS ツール出典

SmartMon ツール Linux、Windows、VMware https://sourceforge.net/projects/sma
rtmontools/files/smartmontools/

sg3_utils Linux、Windows http://sg.danny.cz/sg/sg3_utils.html

サンディスク ツール Linux、Windows
https://kb.sandisk.com/app/answers/
detail/a_id/18565/~/lightning-gen.-ii-
ssd-drive-firmware

Storcli ユーティリティ すべての OS
https://docs.broadcom.com/docs/00
7.1410.0000.0000_Unified_StorCLI.
zip

各ユーティリティを使用する方法のステップ。
各ユーティリティは Linux、VMware および Windows にソフトウェアをインストールすることの
ナレッジを必要とします。  インストールする前に README ファイルを読み込むことを忘れない
でいて下さい。

Windows のための SmartMonTools - JBOD モード

https://docs.broadcom.com/docs/007.1410.0000.0000_Unified_StorCLI.zip
https://docs.broadcom.com/docs/007.1410.0000.0000_Unified_StorCLI.zip
https://docs.broadcom.com/docs/007.1410.0000.0000_Unified_StorCLI.zip


注: RAID コントローラを使用している場合、Windows を通してこのデータを収集できません

インストール: 上記の表に掲示されるダウンロード リンクは行き、smartmontools ユーティ
リティをダウンロードし、インストールしますリンクの上で smartctl ウィンドウズ セット
アップ ファイルを通過して下さい。セットアップ ファイルを実行して下さい:

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe 

コマンド プロンプトを開いて下さいフォルダに行って下さい:

C:\Program Files\smartmontools\bin

1.

ドライブ ファームウェア バージョンをチェックして下さい: ターゲット ドライブのデバイ
ス名を取得するためにコマンドの下で実行して下さい。

smartctl –scan 

[jbod ウィンドウ smartmon fw 1]下記にとしてドライブ ファームウェア バージョンを読んで
下さい

smartctl -i /dev/sdc 

[jbod ウィンドウ smartmon fw 2]

2.

時間の電源をチェックして下さい: インストールされて、smartmontools パッケージ内の「
smartctl」ユーティリティを使用します。CMD を開発し、smartmontools ディレクトリに行
き、入力によって SSD のリストを検索して下さい:

smartctl.exe --scan 

どの SSD をチェックしたいと思うか識別すれば、（X がチェックしたい）ドライブ文字で
あるかところでそれから出力が必要とされて表示されるために次の 2 つのコマンドを入力で

3.



きます:

smartctl -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second command 

smartctl -l selftest /dev/sdX

第 1 行からの「ライフタイム」時間を探して下さい。  それは PoH の最新のレコードです。

[jbod ウィンドウ smartmon]

Linux のための SmartMonTools – JBOD モード

インストール:  上記の表に掲示されるダウンロード リンクは行き、smartmontools ユーティ
リティをダウンロードし、インストールします。リンクの上で smartctl インストール ファ
イル Linux バージョンを通過して下さい。Untar するインストール ファイル。

tar -zxvf smartmontools-7.1.tar.gz 

フォルダに行って下さい:

smartmontools-7.1 

順序でコマンドの下で実行して下さい。

./configure 

make 

make install 

1.

ドライブ ファームウェア バージョンをチェックして下さい: 「sdb」はターゲット ドライブ
のデバイス名です。

smartctl -i /dev/sdb 

2.



[jbod Linux smartmon fw]
チェックして下さい時間（POH）の電源を  smartmontools ディレクトリに行き、入力によ
って SSD のリストを検索して下さい:

esxcli storage core device list 

どの SSD をチェックしたいと思うか識別すれば出力が（X がチェックしたい）ドライブ文
字であるかところで必要とされて表示される、thentype 次の 2 つのコマンドことができます
:

smartctl -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second command 

smartctl -l selftest /dev/sdX 

第 1 行からの「ライフタイム」時間を探して下さい。  それは PoH の最新のレコードです。

[jbod Linux smartmon]

3.

ESXi のための SmartMonTools – JBOD モード



インストール:  上記の表に掲示されるダウンロード リンクは行き、smartmontools ユーティ
リティをダウンロードし、インストールします リンクの上で smartctl ESXi インストール フ
ァイルを通過して下さい。ESXi ホストのシェルおよび SSH を有効に して下さい。

[jbod esxi smartmon インストール]
ftp ツールを通して ESXi ホスト「tmp」フォルダへのファイル「smartctl-6.6-
4321.x86_64.vib」をアップロードして下さい。ESXi ホストへの SSH。
CommunitySupported に ViB 承認レベルを設定 して下さい。

esxcli software acceptance set --level=CommunitySupported 

それからパッケージをインストールして下さい。

esxcli software vib install -v /tmp/smartctl-6.6-4321.x86_64.vib

1.

ドライブ ファームウェア バージョンをチェックして下さい ESXi ホストへの SSH。 それか
らターゲット ドライブのデバイス名およびファームウェア バージョンを得るためにコマン
ドの下で実行して下さい。

esxcli storage core device list 

2.



[jbod esxi smartmon fw]
チェックして下さい時間（POH）の電源を smartmontools ディレクトリに行き、入力によ
って SSD のリストを検索して下さい

esxcli storage core device list 

どの SSD をチェックしたいと思うか識別すれば、（naa.xxx がチェックしたい）ドライブ
文字であるかところでそれから出力が必要とされて表示されるために次の 2 つのコマンドを
入力できます:

/opt/smartmontools/smartctl -d scsi -t short /dev/disks/naa.xxx – Wait 10 seconds before

running the second command 

/opt/smartmontools/smartctl -d scsi -l selftest /dev/disks/naa.xxx 

第 1 行からの「ライフタイム」時間を探して下さい。  それは PoH の最新のレコードです。



[jbod esxi smartmon]

Windows のための Sg3_utils - JBOD モード 

インストール 上記の表に掲示されるダウンロード リンクは行き、sg3_utils ユーティリティ
をダウンロードし、インストールしますリンクの上で smartctl ウィンドウズ セットアップ
ファイルを通過して下さい。セットアップ ファイルを実行して下さい:

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe 

コマンド プロンプトを開いて下さいフォルダに行って下さい:

C:\Program Files\smartmontools\bin 

1.

ドライブ ファームウェア バージョンをチェックして下さい: ターゲット ドライブのデバイ
ス名を取得するためにコマンドの下で実行して下さい。

smartctl –scan 

[jbod ウィンドウ sg3_utils fw 1]下記にとしてドライブ ファームウェア バージョンを読んで
下さい

smartctl -i /dev/sdc 

2.



[jbod ウィンドウ sg3_utils fw 2]
時間の電源をチェックして下さい: sg3_utils ディレクトリに行き、入力によって SSD のリ
ストを検索して下さい:

sg_scan

どの SSD をチェックしたいと思うか識別すれば、（X がチェックしたい）ドライブ文字で
あるかところでそれから次のコマンドを入力できます:

sg_logs --page=0x15 pdX  

「分の集められた電源を」探して下さい。 

[jbod ウィンドウ sg3_utils]

3.

Linux のための Sg3_utils - JBOD モード

インストール:  上記の表に掲示されるダウンロード リンクは行き、sg3_utils ユーティリテ
ィをダウンロードし、インストールしますリンクの上で sg3_utils インストール ファイル
Linux バージョンを通過して下さい。Untar するインストール ファイル。

1.



tar -zxvf sg3_utils-1.45.tgz 

フォルダ「sg3_utils-1.45 に」行って下さい。順序でコマンドの下で実行して下さい。

./configure

make 

make install

ドライブ ファームウェア バージョンをチェックして下さい 「sdb」はターゲット ドライブ
のデバイス名です。

sg_logs --page=0x33 /dev/sdb 

[jbod Linux sg3_utils fw]

2.

時間の電源をチェックして下さい どの SSD をチェックしたいと思うか識別すれば、（X が
チェックしたい）ドライブ文字であるかところでそれから次のコマンドを入力できます:

sg_logs --page=0x15 /dev/sdX 

「分の集められた電源を」探して下さい。 

[jbod Linux sg3_utils.jpg]

3.

Windows のためのサンディスク ツール- JBOD モード 

インストール:  上記の表に掲示されるダウンロード リンクは行き、sg3_utils ユーティリテ
ィをダウンロードし、インストールしますリンクの上で smartctl ウィンドウズ セットアッ
プ ファイルを通過して下さい。セットアップ ファイルを実行して下さい

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe 

コマンド プロンプトを開いて下さいフォルダに行って下さい:

C:\Program Files\smartmontools\bin 

1.

ドライブ ファームウェア バージョンをチェックして下さい ターゲット ドライブのデバイス
名を取得するためにコマンドの下で実行して下さい。

smartctl –scan 

2.



[jbod ウィンドウ サンディスク fw]
時間の電源をチェックして下さい チェックしたいと思うドライブを識別するためにコマン
ドを入力して下さい:

scli show all 

どの SSD をチェックしたいと思うか識別すれば、（X がチェックしたい）ドライブ文字で
あるかところでそれから次のコマンドを入力できます:

scli show diskX -S 

探された「時間の総電力」。 

[jbod ウィンドウ サンディスク]

3.

Linux のためのサンディスク ツール- JBOD モード

インストール 上記の表に掲示されるダウンロード リンクは行き、sg3_utils ユーティリティ
をダウンロードし、インストールしますリンクの上で scli インストール ファイル Linux バー
ジョンを通過して下さい。インストール ファイルを解凍して下さい。フォルダに行って下
さい:

Linux_1.8.0.12/generic/x86_64

1.



「scli」が実行可能ファイルであるようにコマンドの下で実行して下さい。

chmod +x scli

ドライブ ファームウェア バージョンをチェックして下さい 「sdb」はターゲット ドライブ
のデバイス名です。

./scli show /dev/sdb -a 

[jbod Linux サンディスク fw]

2.

時間の電源をチェックして下さい どの SSD をチェックしたいと思うか識別すれば、（X が
チェックしたい）ドライブ文字であるかところでそれから次のコマンドを入力できます:

./scli show /dev/sdX -S 

探された「時間の総電力」。

[jbod Linux サンディスク]

3.



Linux のための SmartMonTools - RAID モード

 インストール smartmontools およびデータを収集するために storcli ユーティリティを両方
インストールする必要があります。上記の表に掲示されるダウンロード リンクは行き、
smartmontools ユーティリティをダウンロードし、インストールします リンクの上で
 smartctl インストール ファイル Linux バージョンを通過して下さい。Untar するインストー
ル ファイル。

tar -zxvf smartmontools-7.1.tar.gz 

フォルダに行って下さい:

smartmontools-7.1

順序でコマンドの下で実行して下さい。

./configure 

make 

make install 

この場合上記の表に掲示されるダウンロード リンクに行き、storcli ユーティリティをダウン
ロードし、インストールして下さい。チェックし、storcli ディレクトリに行き、コマンドを
入力したいと思うドライブを識別するため:

storcli /c0/eall/sall show 

デバイス ID（DID）を探して下さい。  デバイス ID は必要とされた将来ステップです。

[侵略 Linux smartmon fw 1]

1.

ドライブ ファームウェア バージョンをチェックして下さい 「コマンドの下の 148'はターゲ
ット ドライブのデバイス ID （DID）です。 そして「sdc」はデバイス名です。

smartctl -d megaraid,148 -i /dev/sdc 

2.



[侵略 Linux smartmon fw 2]
時間の電源をチェックして下さい どの SSD をチェックしたいと思うか識別すれば、（X が
ステップ 4）から得たデバイス ID であるかところでそれから出力が必要とされて表示され
るために次の 2 つのコマンドを入力できます:
注： はたらくこれのために RAID セットを使用した場合「コマンドの megaraid'switch を確
かめ、使用する必要があります。  さもなければそれははたらきません。

smartctl -d megaraid,N -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second

command 

smartctl -d megaraid,N -l selftest /dev/sdX 

第 1 行からの「ライフタイム」時間を探して下さい。  それは PoH の最新のレコードです。

3.



[侵略 Linux smartmon]
注: SmartMonTools は ESXi のための RAID ではたらきません。 sg3_utils およびサンディスク ツ
ールはすべての OSes のための RAID ではたらきません。
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