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概要 

HPE SSA（Smart Storage Administrator）について 
HPE SSAは、Smartアレイコントローラーでアレイを構成するためのメインツールです。これには、HPE SSA GUI、
HPE SSA CLI、およびHPE SSAスクリプティングの3つのインターフェイス形式があります。どの形式も構成タス

クをサポートしています（6ページ）。高度なタスクのいくつかは、一つの形式だけで使用可能です。 

HPE SSAの診断機能は、スタンドアロンのソフトウェアHPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI
（119ページ）でも使用できます。 

HPE SSAとProLiant Gen8サーバーおよびサーバーブレード以降では、HPE SSAはオフラインとオンラインの両方

でアクセスできます。 

• オフライン環境でのHPE SSAへのアクセス（10ページ） 

さまざまな方法のいずれかを使用して、ホストオペレーティングシステムを起動する前にHPE SSAを実行で

きます。オフラインモードでは、オプションのSmartアレイコントローラーや内蔵Smartアレイコントローラー

のような検出されたサポートされるProLiantデバイスの構成と保守を行うことができます。ブートコントロー

ラーやブートボリュームの設定のような一部のHPE SSA機能は、オフライン環境でのみ使用できます。 

• オンライン環境でのHPE SSAへのアクセス（14ページ） 

この方法では、管理者がHPE SSA実行可能ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。

ホストオペレーティングシステムを起動した後で、HPE SSAをオンラインで実行できます。 
 

HPE SSAを使用するメリット 
HPE Smart Storage Administratorは、多くの複雑な構成タスクを実行できる高度なユーティリティです。以前は、

アレイコンフィギュレーションユーティリティ（ACU）やOption ROM Configuration for Arraysなど、ほかのHPE
構成ユーティリティがストレージ構成に推奨されていました。 

ACUはまだサポートされていますが、ProLiant Gen8サーバー以降、HPE SSAに置き換わっています。 

ACUとHPE SSAにはGUIの違いが多数あります。 

• ACUのタブは、HPE SSAの新しい[構成]メニューに統合されています。 

• ACUの2パネル形式は、HPE SSAでは3パネル形式に取って代わられています。 

• HPE SSAにはクイックナビゲーションメニューが付属しており、特定のコントローラーの構成オプションや

診断オプションにアクセスできます。 

• SmartアレイGen8以降のコントローラーでは、ほとんどのオプションでSAAPライセンスは必要ありません。 

HPE SSAには、スタンドアロンのCLI診断ユーティリティが付属しています（「HPE Smart Storage Administrator 
Diagnostics Utility CLI」（119ページ））。 

HPE SSAは、標準の構成タスクと高度な構成タスクをすべての範囲でサポートしています（「構成タスクのサポー

ト」（6ページ））。これらの高度なタスクには、HPE SSAのインターフェイス形式（GUI、CLI、およびスクリプ

ティング）のいずれかで使用できないものもあります。 

HPE SSAを使用すると、ほかの構成ユーティリティに比べて以下のメリットがあります。 

• GUI、CLI、およびスクリプティングインターフェイスが利用可能 

• 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、簡体字中国語、およびスペイン語をサポート 

• 次のツールでアプリケーションの実行が可能 



 

概要 6 

o ソフトウェアCDなどの起動可能な任意のメディア 

o Webブラウザーを搭載した、サポートされているほとんどのサーバープラットフォームホストオペレー

ティングシステム（サポートされているオペレーティングシステムのリストについては、Hewlett Packard 
EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/ossupport（英語）を参照してください）。 

o Intelligent Provisioning（ProLiant Gen8以降のサーバーに内蔵） 

• すべての形式がオンライン環境とオフライン環境の両方で実行可能 

• サポートされているブラウザーを使用する任意のマシンでユーティリティが実行可能 
 

構成タスクのサポート 
次の表では、以下の記号を使用します。 

+ - コントローラーは、HPE SSAでこのタスクをサポートしています。 

– - コントローラーは、SAAPライセンスキーが登録されているHPE SSAでのみこのタスクをサポートしています。 

# - コントローラーは、Smartキャッシュライセンスキーが登録されているHPE SSAでのみこのタスクをサポート

しています。 

コントローラー固有の機能サポートとSAAP要件を確認するには、コントローラーのユーザーガイドまたはHewlett 
Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/enterprise/docsを参照してください。 

詳しくは、「SAAPについて」（137ページ）を参照してください。 
 

手順 SmartアレイG6 
およびG7 
コントローラー 

SmartアレイGen8
コントローラー 

SmartアレイGen9
コントローラー 
（RAIDモード） 

Smart HBA Gen9 
コントローラー

1 
（RAIDモード） 

ライセンスキーの

アクティブ化また

は削除 

+ + + + 

論理ドライブへの

RAIDレベルの割り

当て 

+ + + + 

アレイへのスペアド

ライブの割り当て 
+ + + + 

複数のシステムに対

する同じ構成の適用 
+2 +2 +2 +2 

RAID 6論理ドライブ

の構成 
– + +  

RAID 60論理ドライ

ブの構成 
– + +  

RAID 1（ADM）およ

びRAID 10（ADM）

の構成  

– + +  

複数のシステムに対

する1つのシステム

構成の複製 

–2 +2 + + 

アレイごとの複数の

倫理ドライブの作成 
+ + + + 

アレイおよび論理ド

ライブの作成または

削除 

+ + + + 

物理ドライブの書き

込みキャッシュの有

効化または無効化 

+ + + + 

http://www.hpe.com/info/ossupport
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
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手順 SmartアレイG6 
およびG7 
コントローラー 

SmartアレイGen8
コントローラー 

SmartアレイGen9
コントローラー 
（RAIDモード） 

Smart HBA Gen9 
コントローラー

1 
（RAIDモード） 

Smartキャッシュを

使用した、キャッ

シュデバイスとして

のソリッドステート

ドライブの有効化 

n/a # #  

SSA Smart Pathを使

用した、ソリッドス

テートドライブへの

最適化されたデータ

パスの有効化 

+ + + + 

アレイの拡張 + + + + 

論理ドライブの拡大 + + + + 

アレイの修復 – + + + 

ドライブ消去（物理

ドライブの内容を0
またはランダムな0
と1で上書きする） 

– + + + 

ドライブ消去（サニ

タイズオプションに

よる） 

 + + + 

LEDを点滅させるこ

とによるデバイスの

識別 

+ + + + 

RAIDレベルまたは

ストライプサイズの

移行 

+ + + + 

アレイの移動（すべ

てのアレイデータを

新しいアレイにコ

ピーし、古いアレイ

を削除する） 

–3 + + + 

個々のLUNの移動お

よび削除 
– + + + 

コントローラーのビ

デオ性能の最適化 
–3 + + + 

障害が発生した論理

ドライブの再有効化 
+ + + + 

ブートコントロー

ラーの設定 
+ + + + 

拡張の優先順位、移

行の優先順位、およ

びアクセラレータ比

率の設定 

+ + + + 

スペアのアクティ

ベーションモードの

設定 

+ + + + 

ストライプサイズの

構成 
+ + + + 

表面スキャンによる

遅延時間の構成 
+ + + + 

複数のアレイ間で + + + + 
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手順 SmartアレイG6 
およびG7 
コントローラー 

SmartアレイGen8
コントローラー 

SmartアレイGen9
コントローラー 
（RAIDモード） 

Smart HBA Gen9 
コントローラー

1 
（RAIDモード） 

のスペアドライブ

の共有 

アレイからのドライ

ブの削除（アレイ上

のデータのストライ

プを再構成して物理

ドライブの使用量を

減らし、余分なドラ

イブをアレイから削

除する） 

+/–3 + + + 

論理ドライブのサイ

ズの指定 
+ + + + 

RAID 1アレイの分割

または分割されたア

レイの再結合（オフ

ラインのみ） 

+/– + + + 

RAID 1 、 1+0 、 1
（ADM）および 10
（ADM）ミラーの分

割ミラーリングバッ

クアップとロール

バック 

– + + + 
ADMサポートなし 

 
1このタスクについては、スクリプトが最も効率的です。 
2最新のファームウェアをインストールすると、サポートされるすべての機能にアクセスできます。 
3このタスクは、[構成]画面からのみサポートされています。 

 

アレイ構成 

アレイ構成のガイドライン 
 アレイを構築する際には、以下の点に注意してください。 

• 1つの論理ドライブにまとめられているドライブは、すべて同じタイプでなければなりません（たとえば、す

べてがSASまたはすべてがSATA、およびすべてがハードディスクドライブまたはすべてがソリッドステート

ドライブ）。 

• ドライブ容量を最も効率的に使用するには、アレイ内のすべてのドライブが、ほぼ同じ容量である必要があり

ます。各構成ユーティリティは、アレイに含まれるすべての物理ドライブを、その中で最小容量のドライブと

同じサイズであるとみなします。アレイでは特定のドライブの超過容量は使用できないため、その容量をデー

タストレージに利用できません。 

• アレイに含まれる物理ドライブの台数が増えると、一定の期間内にアレイでドライブ障害が発生する可能性が

高くなります。 

• ドライブが故障した場合のデータの消失を防ぐために、アレイ内のすべての論理ドライブに適切なフォールト

トレランス（RAID）機能を構成してください。詳しくは、「ドライブアレイとフォールトトレランス機能」

（123ページ）を参照してください。 
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最小要件 
任意のHPE SSA形式を実行するためのオペレーティングシステムの最小要件については、Hewlett Packard 
EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/ossupport（英語）を参照してください。 

HPE SSA GUIを実行するためのビデオの最小要件には、モニターの最小解像度1024×768および16ビットカラーが

含まれます。GUIでは、次のブラウザーがサポートされます。 

• Mozilla Firefox 9.0以降 

• Microsoft Internet Explorer 9.0以降 

• Google Chrome 

サポートされているコントローラーのリストについては、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe. 
com/servers/smartarray（英語）で「Smart Array RAID Controllers」を参照してください。 

 

64ビットおよび32ビットオペレーティングシステムの

ネイティブサポート 
HPE SSAは、サポートされる64ビットオペレーティングシステム用に、ネイティブの64ビットHPE SSAアプリケー

ションを提供するようになりました。そのため、互換性ライブラリは不要です。32ビットのHPE SSAアプリケーショ

ンも使用できます。ユーザーは、サーバー製品にインストールされているOSに対応するアプリケーションをインス

トールできます。 

64ビットのHPE SSAアプリケーションは、32ビットのHPE SSAから直接アップグレードしたものではありません。

32ビットのHPE SSAを実行する64ビットシステムでは、32ビットのアプリケーションをアンインストールしてか

ら、64ビットのアプリケーションをインストールする必要があります。 

32ビットのオペレーティングシステムがサポートされる限り、HPE SSAの将来のバージョンは、ネイティブ32ビッ

トまたはネイティブ64ビットアプリケーションとして提供されます。 

http://www.hpe.com/info/ossupport
http://www.hpe.com/servers/smartarray
http://www.hpe.com/servers/smartarray
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操作 

オフライン環境でのHPE SSAへのアクセス 
次のいずれかの方法で、オフライン環境でHPE SSA GUIにアクセスし、HPE SSA GUIを起動することができます。 

• Intelligent ProvisioningによるHPE SSAの起動（Gen8以降）（10ページ） 

• POST実行時のHPE SSAの起動（Gen8以降）（10ページ） 

• ISOイメージからのHPE SSAの起動（すべての世代）（10ページ） 

オフライン環境でHPE SSA CLIまたはHPE SSAスクリプティングにアクセスする（「オフライン環境でのHPE 
SSAへのアクセス」（10ページ））には、ISOイメージからHPE SSAを起動する必要があります。 

HPE SSAはオフライン環境でリモートサービスモードをサポートしないため、オフラインでHPE SSAを起動する

と、[実行モード]画面は表示されません。この機能が必要な場合は、オンライン環境でHPE SSAを使用してくださ

い（「オンライン環境でのHPE SSAへのアクセス」（14ページ））。 
 

Intelligent ProvisioningによるHPE SSAの起動（Gen8以降） 
1. サーバーを起動します。 

2. F10キーを押してIntelligent Provisioningを起動します。 

3. メイン画面で、[メンテナンスの実行]を選択します。 

4. [メンテナンス]画面で、[HPE Smart Storage Administrator (SSA)]を選択します。 

HPE SSA GUIが起動します。 
 

POST実行時のHPE SSAの起動（Gen8以降） 
Gen8サーバーの場合： 

1. サーバーを起動します。 

POST実行時に、デバイスが認識されます。 

2. Smartアレイコントローラーが認識されたら、F5キーを押します。 

HPE SSA GUIが起動します。シリアルコンソールを使用している場合は、HPE SSA CLIが起動します。 

Gen9以降のサーバーの場合： 

1. サーバーを起動します。 

POST実行時に、デバイスが認識されます。 

2. F10キーを押して、Intelligent Provisioningを開始してください。 

メニューが表示され、HPE SSAの起動用のオプションが一覧されます。 

3. HPE SSAを起動する方法を選択します。 

HPE SSA GUIが起動します。シリアルコンソールを使用している場合は、HPE SSA CLIが起動します。 
 

ISOイメージからのHPE SSAの起動（すべての世代） 
ISOイメージからHPE SSAを起動することもできます。次のいずれかの方法で、イメージを準備できます。 

• iLOによるイメージのマウント（11ページ） 

• CDまたはDVDへのイメージの書き込み（11ページ） 
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• HPE UEFIブート可能なサーバーでのUSBメモリキーまたはSDカードへのイメージのフラッシュ （「UEFI
ブート可能なサーバーでのUSBメモリキーまたはSDカードへのイメージのフラッシュ」（11ページ）） 

• PXEサーバーでのイメージのインストール（12ページ） 

ドライブまたはキー上のISOイメージからの起動、またはiLOによる起動では、同じGUIインターフェイスが提供さ

れます。オフラインHPE SSA GUI、HPE SSA CLI、またはHPE SSAスクリプティングの実行を選択できます。 
 

iLOによるイメージのマウント 
このiLO機能には、iLO Advancedライセンスが必要です。 

イメージをマウントするには、以下の手順に従ってください。 

1. Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/enterprise/docsからProLiantオフライン

HPE Smart Storage AdministratorのISOイメージをダウンロードします。 

2. サーバーのiLOページにアクセスします。 

3. サーバー用のリモートコンソールを起動します。 

4. リモートコンソールで、iLOマウント機能を使用してISOイメージの場所を参照します。 

5. マウントするISOイメージを選択します。 

6. サーバーを再起動します。 
 

CDまたはDVDへのイメージの書き込み 
1. Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/enterprise/docsからProLiantオフライン

HPE Smart Storage AdministratorのISOイメージをダウンロードします。 

2. 他社製ソフトウェアを使用して、ISOイメージをCDまたはDVDに書き込みます。 

3. オプティカルドライブから起動するようにサーバーを設定します。 

4. CDまたはDVDを挿入します。 

5. サーバーを再起動します。 
 

UEFIブート可能なサーバーでのUSBメモリキーまたはSDカードへのイメージのフラッシュ 
USBキーからの起動は、UEFIモードについてのみサポートされています。 

1. Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/servers/ssa（英語）からProLiantオフライン

HPE Smart Storage AdministratorのISOイメージをダウンロードします。 
  

 注意：オフラインHPE SSA ISOイメージからブート可能なUSBキーを作成する前に、キーに格納され

ている重要なデータを別の位置にバックアップしてください。ユーティリティによってキーのすべての

データが上書きされます。 
  

2. ISOマウントソフトウェアを使用して、オフラインHPE SSA ISOイメージをWindowsドライブにマウントします。 

この例では、「E:」を使用します。 

3. WindowsシステムのUSBコネクターにUSBキーを挿入します。 

この例では、「F:」を使用します。 

4. USBキーをフォーマットして、マウントされたISOの内容をUSBキーにコピーします。 

5. USBキーをサーバーに挿入します。 

これで、USBキーを使用してオフランのHPE Smart Storage Administrator環境を起動できます。USBキーから

の起動時に、メニューが表示されます。「USB BOOT: Smart Storage Administrator (SSA)」を選択して、ブー

トシーケンス中に正しいデバイスをマウントします。 
 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ssa
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PXEサーバーでのイメージのインストール 
PXEサーバーでオフラインHPE SSA ISOイメージをインストールし、ネットワーク経由でそのイメージから起動す

るには、以下の手順に従ってください。 

1. 前提条件を確認します（12ページ）。 

2. PXELinuxをセットアップします。 

3. PXELinuxを構成します（12ページ）。 

4. ISOイメージパスを指定します。 

ネットワーク構成に応じて、起動時間が変化する場合があります。 
 

前提条件 
構成に進む前に、すべての前提条件を満たす必要があります。 

• PXEとTFTPの操作に関する知識 

• DHCPサーバーが存在するネットワーク 

• DHCPサーバーと同じネットワークに構成されているTFTPサーバー 

• ISOイメージが存在し、PXEブートシステムからアクセスできるネットワークファイルサーバー 

• PXELinux（http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/PXELINUX） 

この手順では、Linux TFTPサーバーとTFTPパッケージ（http://www.kernel.org/pub/software/network/tftp）の使

用を前提としています。他のTFTPサーバーも同様に動作するはずです。 
 

PXELinuxのセットアップ 
構成に進む前に、TFTPサーバーとPXELinux構成がセットアップされ、正しく構成されていることを確認してくだ

さい。 

PXELinuxをセットアップするには、以下の手順に従ってください。 

1. Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/servers/ssa（英語）からProLiantオフライン

HPE Smart Storage AdministratorのISOイメージをダウンロードします。 

2. ISOイメージをネットワークファイルシステムにコピーし、場所を記録します。NFSおよびWindowsファイル

共有がサポートされます。 

この例では、次のNFSとISOイメージパスを使用します。 
192.168.0.99:/path/to/ahpssacd/image/ssaoffline-2.60.x.x.iso 

3. 先に進む前に、ネットワークファイルシステムにアクセスできることを確認します。 

4. 次のいずれかの方法で、CDの/systemディレクトリにアクセスします。 

o ISOイメージを書き込んでマウントする。 

o 他社製ツールを使用してISOイメージを抽出する。 

5. TFTPソフトウェアからアクセスできるように、CDの/systemディレクトリからすべてのファイルをTFTP
サーバーにコピーする。 

 

PXELinuxの構成 
1. CDのディレクトリにあるisolinux.cfgファイルをガイドとして使用して、ラベル付きターゲットをPXELinux構

成ファイルにコピーします。ファイル全体を含める必要はありません。 
label sos 
  MENU LABEL HP ProLiant Offline HP SSA Image 
  kernel hpboot_v.c32 

http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/PXELINUX
http://www.kernel.org/pub/software/network/tftp
http://www.hpe.com/servers/ssa
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  append vmlinuz initrd=initrd.img media=net rw root=/dev/ram0 ramdisk_size=257144 
init=/init loglevel=3 ide=nodma ide=noraid pnpbios=off vga=791 splash=silent showopts 
TYPE=AUTOMATIC 
label vsos 
  MENU LABEL HP ProLiant Offline HP SSA Image 
  kernel hpboot_v.c32 
  append vmlinuz initrd=initrd.img media=net rw root=/dev/ram0 ramdisk_size=257144 
init=/init loglevel=3 ide=nodma ide=noraid pnpbios=off vga=791 splash=silent showopts 
TYPE=MANUAL 

2. kernel hpboot_v.c32の行をkernel vmlinuzで置き換えます。 

3. 追加行からvmlinuzを削除します。 

TFTPサーバー上のファイルのパスは、vmlinuzおよびinitrd.imgです。TFTPサーバーのディレクトリや命名規

則に従って、パスを変更する必要がある場合があります。 
 

ISOイメージパスの指定 
PXEブートサーバーがISOイメージを見つけるには、PXELinux構成ファイルの追加行にISOイメージパスを追加す

る必要があります。 

以下の引数を追加します。 
iso1=nfs://192.168.0.99/path/to/hpssacd/image/ssaoffline-2.60.x.x.iso 
iso1mnt=/mnt/bootdevice 

iso1パラメーターは、PXEブートHPE SSAオフラインCDでISOイメージを検索するためのものです。iso1mntパラ

メーターは、PXEブートHPE SSA CDにiso1イメージをマウントする場所を知らせます。 

最終的な構成は、次の例のようになるはずです。 
label sos 
  MENU LABEL HP ProLiant Offline HP SSA Image 
  kernel vmlinuz 
  append initrd=initrd.img media=net rw root=/dev/ram0 ramdisk_size=257144 
init=/init loglevel=3 ide=nodma ide=noraid pnpbios=off vga=791 splash=silent showopts 
TYPE=AUTOMATIC 
iso1=nfs://192.168.0.99/path/to/hpssacd/image/ssaoffline-2.60.x.x.iso 
iso1mnt=/mnt/bootdevice 
label vsos 
  MENU LABEL HP ProLiant Offline HP SSA Image 
  kernel vmlinuz 
  append initrd=initrd.img media=net rw root=/dev/ram0 ramdisk_size=257144 
init=/init loglevel=3 ide=nodma ide=noraid pnpbios=off vga=791 splash=silent showopts 
TYPE=MANUAL iso1=nfs://192.168.0.99/path/to/hpssacd/image/ssaoffline-2.60.x.x.iso 
iso1mnt=/mnt/bootdevice 

ISOイメージをさらに追加するには、追加のiso#およびiso#mnt引数を指定します。例：iso2=/path/to/iso2.iso 
iso2mnt=/mnt/iso2 

 

サポートされるネットワークファイルシステム 
以下のネットワークファイルシステムが、PXEブートでの使用にサポートされています。 

• NFS： 
iso1=nfs://192.168.0.99/path/to/hpssacd/image/ssaoffline-2.60x.x.iso 
iso1mnt=/mnt/bootdevice 
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NFSボリュームは、以下のオプションでマウントされます。 

o -o ro 

o nolock 

• Windowsオペレーティングシステム： 
iso1=smbfs://192.168.0.99/share/path/to/hpssacd/image/ssaoffline-2.60.x.x.iso 
iso1mnt=/mnt/bootdevice 

• ログオン認証情報のあるWindowsオペレーティングシステム： 
iso1=smbfs://user:password@192.168.0.99/share/path/to/hpssacd/image/ssaoffline-2.
60.x.x.iso iso1mnt=/mnt/bootdevice 

 

オンライン環境でのHPE SSAへのアクセス 
オンライン環境でHPE SSAにアクセスし、HPE SSAをインストールし、起動するには、HPE SSA実行可能ファイ

ルをダウンロードする必要があります。3つの形式は、それぞれ個別の実行可能ファイルを持ちます。 

HPE SSAスクリプティングは、HPE SSA CLIアプリケーションとともに配布されるスタンドアロンアプリケーショ

ンです。 

ACUスクリプティングを使い慣れているユーザーは、HPE SSA CLIアプリケーションをインストールして、スクリ

プト作成の実行可能ファイルを入手する必要があります。新しいHPE SSAスクリプティングの実行可能ファイル

（ssascripting、以前のhpssascripting）は、すべてのスクリプトにおいて以前の実行可能ファイル（hpacuscripting）
に取って代わるものです。最小モニター設定とサポートされているオペレーティングシステムおよびブラウザーの

バージョン番号については、実行可能ファイルに付属のREADME.txtファイルを参照してください。 

HPE SSAとHPE SSA CLIのLinux版はSmartアレイコントローラーを認識するためにsg（scsi generic）ドライバー

経由でアクセスを行います。Red Hat Enterprise Linux 7.1以降ではsgドライバーはデフォルトではロードされませ

ん。予め#modprobe sgでロードする必要があります。 

HPE SSAをオンライン環境で使用するには、実行可能ファイルをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト

（http://www.hpe.com/jp/spp）から入手します。 

1. 実行可能ファイルに付属のインストール手順に従ってください。 

2. 実行可能ファイルをインストールしたら、次の方法で各実行可能ファイルを起動します。 

o GUI - [スタート]メニューから、[アプリ]、[システムツール]、[Smart Storage Administrator設定]の順に

選択します。 

構成シナリオに応じて、次のいずれかのオプションを選択します。 

— ローカルサーバーでのHPE SSAの起動（14ページ） 

— リモートサーバーを構成するためのローカルサーバーでのHPE SSAの起動（15ページ） 

— ローカルサーバーを構成するためのリモートサーバーでのHPE SSAの起動（16ページ） 

o CLI - [スタート]メニューから、[アプリ]、[システムツール]、[Smart Storage Administrator CLI]の順に

選択します。 

o スクリプティング- ssascripting.exe（Windows）またはssascripting（Linux）を実行します。 
 

ローカルサーバーでのHPE SSAの起動 
Microsoft OS 

1. [スタート]メニューから、[アプリ]、[システムツール]、[Smart Storage Administrator]の順に選択します。 

HPE SSAは、ブラウザーウィンドウまたはアプリケーションウィンドウ（v1.50以降）のいずれかで起動しま

す。HPE SSAは次にシステムをスキャンし、コントローラーを検出します。コントローラーの検出が完了し

たら、[利用可能なデバイス]メニューでコントローラーを利用できるようになります。 

2. コントローラーを構成します。詳しくは、「コントローラーの構成」（23ページ）を参照してください。 

構成が完了したら、次の手順に進みます。 

http://www.hpe.com/jp/spp
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3. （オプション）データストレージ用に新しく作成した論理ドライブを使用するには、オペレーティングシステ

ムのディスク管理ツールを使用してパーティションを作成し、ドライブをフォーマットします。 

Linux OS 

1. コマンドプロンプトで、次のいずれかを入力します。 

o ローカルモードの場合は、次のように入力します。ssa –local 

o リモートモードの場合は、次のように入力します。ssa –start 

HPE SSAがブラウザーウィンドウで起動します。 

2. オプションのリストを表示するには、次のように入力します。 
ssa -h 

 

リモートサーバーを構成するためのローカルサーバーでのHPE SSAの
起動 

1. ローカルサーバー（ホスト）で、[スタート]をクリックし、[アプリ]、[システムツール]、[Smart Storage 
Administrator設定]の順に選択します。 

[Smart Storage Administrator設定]画面が表示されます。 

o オプション：[System Management Homepage統合]で、[有効]をクリックするか、[無効]（デフォルト）

のままにします。 

o オプション：[使用言語]で、言語を選択するか、[システムデフォルト]のままにします。 

o [終了]をクリックします。 

2. リモートサーバーで、ブラウザーを開きます。 

3. リモートブラウザーのアドレスフィールドに次のテキストを入力します（servernameには、ホストの名前ま

たはIPアドレスを指定してください）。 
http://servername:2301 

System Management Homepageのログイン画面が表示されます。 

4. ログイン認証情報を入力します。 

o バージョン7.0.0以上のSystem Management Homepageを使用している場合は、オペレーティングシステ

ムのユーザー名とパスワードを入力してください。 

o 旧バージョンのSystem Management Homepageを使用している場合は、WBEMのユーザー名とパスワー

ドを入力してください。 

[System Management Homepage]が表示されます。 

System Management Homepageについて詳しくは、次の資料を参照してください。 

o Hewlett Packard Enterprise System Management HomepageのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/ 
servers/smh 

o 『HP System Management Homepageインストールガイド』（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト

http://www.hpe.com/info/smh-manuals） 

5. 画面の左側にある[HPE Smart Storage Administrator]をクリックします。 

HPE SSAが開いて、リモートサーバーをスキャンし、コントローラーを検出します。コントローラーの検出

が完了したら、[利用可能なデバイス]メニューでコントローラーを利用できるようになります。 

6. コントローラーを構成します。詳しくは、「コントローラーの構成」（23ページ）を参照してください。 

7. （オプション）データストレージ用に新しく作成した論理ドライブを使用するには、オペレーティングシステ

ムのディスク管理ツールを使用してパーティションを作成し、ドライブをフォーマットします。 
 

http://www.hpe.com/jp/servers/smh
http://www.hpe.com/jp/servers/smh
http://www.hpe.com/info/smh-manuals
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ローカルサーバーを構成するためのリモートサーバーでのHPE SSAの
起動 

1. ローカルサーバー（ホスト）で、[スタート]をクリックし、[アプリ]、[システムツール]、[Smart Storage 
Administrator設定]の順に選択します。 

[Smart Storage Administrator設定]画面が表示されます。 

o オプション：[HP System Management Homepage統合]で、[有効]をクリックするか、[無効]（デフォルト）

のままにします。 

o オプション：[使用言語]で、言語を選択するか、[システムデフォルト]のままにします。 

o [終了]をクリックします。 

2. 構成するサーバーからSystems Insight Managerのサーバー（ポート：280）に接続してログインします。 

3. [デバイスクエリ]を選択します。 

4. [タイプ別デバイス]の下にある[すべてのサーバー]を選択します。 

5. HPE SSAを実行しているサーバーに接続します。 

6. [デバイスリンク]の下にある[System Management Homepage]を選択します。 

System Management Homepageのログイン画面が表示されます。 

7. 認証情報を使用してログインします。 

o バージョン7.0.0以上のSystem Management Homepageを使用している場合は、オペレーティングシステ

ムのユーザー名とパスワードを入力してください。 

o 旧バージョンのSystem Management HomepageをWindowsで使用している場合は、WBEMのユーザー名

とパスワードを入力してください。 

[System Management Homepage]が表示されます。 

System Management Homepageについて詳しくは、次の資料を参照してください。 

— Hewlett Packard Enterprise System Management Homepage（http://www.hpe.com/jp/servers/smh） 

— 『HP System Management Homepageインストールガイド』（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイ

トhttp://www.hpe.com/info/smh-manuals） 

8. 画面の左側にある[HPE Smart Storage Administrator]をクリックします。 

HPE SSAが開いて、リモートサーバーをスキャンし、コントローラーを検出します。コントローラーの検出

が完了したら、[利用可能なデバイス]メニューでコントローラーを利用できるようになります。 

9. コントローラーを構成します（「コントローラーの構成」（23ページ））。 

構成が完了したら、次の手順に進みます。 

10. （オプション）Windows OSでデータストレージ用に新しく作成した論理ドライブを使用するには、オペレー

ティングシステムのディスク管理ツールを使用してパーティションを作成し、ドライブをフォーマットします。 
 

HPE SSAのGUIの使用 
使用できるいずれかの方法でHPE SSAにアクセスします。 

• オフライン環境でのHPE SSAへのアクセス（10ページ） 

• オンライン環境でのHPE SSAへのアクセス（14ページ） 

HPE SSA GUIを起動すると、アプリケーションが開き、HPE SSAはシステムをスキャンしてコントローラーを検

出します。このプロセスが完了するまでに最長2分間かかる場合があります。コントローラーの検出が完了したら、

[デバイス]/[ツール]メニューでコントローラーを利用できるようになります。 

GUIを開くと、タスクがカテゴリに分けられています。詳しくは、「GUIの操作」（18ページ）を参照してください。 
 

http://www.hpe.com/jp/servers/smh
http://www.hpe.com/info/smh-manuals
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アイコンとキー入力の凡例 
HPE SSA GUIには多数のアイコン（ヘルプファイルでも定義されています）が含まれており、識別とトラブルシュー

ティングに役立ちます。 
 

図 説明 

 
クリティカル 

 
警告 

 
情報 

 
アクティブなタスク 

 
一時停止/オフラインのドライブ 

 
HPE ProLiantサーバー 

 
アレイコントローラー 

 
アレイコントローラー（内蔵） 

 
アレイ 

 
論理ドライブ 

 
割り当てられた物理ドライブ 

 
未割り当ての物理ドライブ 

 
割り当てられていないドライブ 

 
スペアドライブ 

 
一時的なドライブ 

 
ストレージエンクロージャー 

 
テープドライブ 

 
ロック  

 
ライセンスマネージャー/暗号化マネージャー 

 
キャッシュマネージャー 

 

キーボードの機能とショートカットを使って、GUIでの移動や操作の実行ができます。 
 

キー 説明 

Tab ページ上の選択可能な項目を順に移動します 

Shift＋Tab ページ上の選択可能な項目を逆順に移動します 

F5 システムを再スキャンします（[更新]ボタンをクリックす

るのと同じ） 

B メインメニューを閲覧します 

H HPE SSAのヘルプを開きます 

X HPE SSAを終了します 

Enter 現在選択されているリンクまたはボタンの操作を実行し

ます* 

Escape 動作しないポップアップを閉じます* 
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キー 説明 

R 選択したコントローラーを更新します* 
 

* ローカルのキーボードショートカットは、キーによって有効になる操作がある場合にのみ使用できます。 
 

GUIの操作 
HPE SSAを開くと、初期画面が表示されます。 

 

この画面の構成要素は、次のとおりです。 

• HPE Smart Storage Administratorのクイックナビゲーションメニューが、画面上部の左側の隅にあります。

下向きの矢印をクリックすると使用可能なデバイスが表示され、そのデバイスのいずれかをクリックするとデ

バイスの追加情報とオプションが表示されます。サーバーのホーム画面に戻ることもできます。または、表示

されたデバイスの構成または診断を選択できます。詳しくは、「[構成]画面」（19ページ）または「[診断]画
面」（20ページ）を参照してください。 

 

• [利用可能なデバイス]が画面の左側に表示されます。サーバーコントローラーまたはアレイコントローラーを

クリックすると、そのデバイスで使用可能な操作、アラート、および要約が表示されます。ステータスアラー

トを指示してアラートの詳細を表示することができます。 



 

操作 19 

• [最新情報] には、アレイコンフィギュレーションユーティリティがHPE Smart Storage Administratorになった

後の変更と、以前のバージョンのHPE SSAになった後の変更が要約されています。 

• 画面上部の右の方に[更新]ボタンがあります。 

デバイスを追加または削除した後、[システムの再スキャンおよびアプリケーションのリセット]をクリックし

て、[使用可能なデバイス]のリストを更新してください。 

• 画面上部の右の方に[ヘルプ]ボタンがあります。 

ヘルプトピックにアクセスするには、Hキーを押すか[ヘルプ]をクリックします。詳しくは、「HPE SSAのヘ

ルプ」（21ページ）を参照してください。 

• 画面上部の右の方に[終了]ボタンがあります。 
 

[構成]画面 
この画面にアクセスするには、クイックナビゲーションメニューで構成中のデバイスをクリックするか、ホーム画

面から使用可能なデバイスを選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

[構成]画面には、初期画面で表示されていたGUI構成要素が表示され、選択されているコントローラーで使用可能な

操作、ステータスメッセージ、詳細情報、およびコントローラー構成の要約が示されます。 

 

コントローラーを選択すると、次の構成要素が表示されます。 
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• [デバイス]と[ツール] - 左の方にあるこのパネルには、システム、コントローラー、アレイ、物理デバイス、

未割り当てのドライブ、キャッシュ、ライセンスマネージャーおよび暗号化マネージャーが表示されます。 

 

• [アクション] - 中央に表示されるこのパネルでは、次の情報と機能が提供されます。 

o 選択されているデバイスの現在のステータスと構成に基づき、そのデバイスについて使用可能なタスク 

o タスクに関係するオプションおよび情報（タスクの選択後） 

• [ステータスメッセージ] - このパネルでは、次の情報と機能が提供されます。 

o ステータスアイコン（重大、警告、および情報）と各カテゴリの個々のアラートの数 

o ポップアップウィンドウにデバイス固有のアラートを表示する[すべてのステータスメッセージの表示]リ
ンク 

• [コントローラー構成の概要] - このパネルでは、次の構成要素の要約が提供されます。 

o データアレイ 

o データ論理ドライブ 

o データドライブ 

o 割り当てられていないドライブ 

o スペアドライブ 

[構成]画面に表示される、使用可能なタスクのリストについては、「構成タスク」（22ページ）を参照してください。 
 

[診断]画面 
この画面にアクセスするには、クイックナビゲーションメニューで診断中のデバイスをクリックするか、ホーム画

面から使用可能なデバイスを選択して、使用可能なオプションの下にある[診断]をクリックします。 

[診断]画面から、次のいずれかのレポートを実行できます。 

• 診断レポート  
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• SmartSSD Wear Gaugeレポート 

 

いずれかのレポートを選択すると、[アクション]パネルで使用可能な操作にはレポートの表示またはレポートの保

存が含まれています。 

 

[診断]画面に表示される、使用可能なタスクのリストについては、「診断タスク」（56ページ）を参照してください。 
 

SmartSSD Wear Gaugeレポート 
SmartSSD Wear Gauge概要では、以下についての概略が表示されます。 

• ソリッドステートドライブ消耗ステータス合計 

• Smartアレイソリッドステートドライブ総数 

• 非Smartアレイソリッドステートドライブ総数 

• ソリッドステートSASドライブ総数 

• ソリッドステートNVMeドライブ総数 

• ソリッドステートドライブ総数 

レポートを実行するときは、SSDの使用率および推定寿命情報のレポートをグラフ表示することも、グラフ表示の

ないレポートを生成して、レポートを保存することもできます。 
 

HPE SSAのヘルプ 
画面の右上にある[ヘルプ]ボタンを押すと、組み込まれているHPE SSAのヘルプファイルが開きます。ヘルプには、

メイン画面およびタブに関する情報に加えて、次のような、新しいユーザーにとって有益ないくつかのトピックも

含まれています。 

• [イメージ凡例] - HPE SSAで使用されるアイコンとグラフィカルなボタンを定義する視覚的な参照リスト 

• [キーボードコントロール] - GUIを操作するためのキーボード機能の説明およびリスト 
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• [キーボードショートカット] - キーのリストと、それらのキーによってGUI内で実行される操作 

これらおよびその他のヘルプトピックを表示するには、Hキーを押すか[ヘルプ]をクリックします。[ヘルプ]ウィン

ドウが開いたら、「HPE SSAの開始」というトピックを展開してください。 

HPE SSAのヘルプの用語集では、HPE SSAアプリケーションに関係する業界標準用語およびHewlett Packard 
Enterprise用語が定義されています。 

 

構成タスク 
[構成]画面から、コントローラー、アレイ、物理ドライブ、および論理ドライブ関連のタスクを実行することがで

きます。 

特定のタスクについては、登録されたライセンスキーによってコントローラーでSAAPがアクティブになっている

必要があります。詳しくは、「SAAPについて」（137ページ）を参照してください。 

コントローラーまたはデバイスを選択すると表示されるタスクは、選択されているアイテムに使用可能なすべての

タスクのうちの一部です。HPE SSAでは、コントローラーのモデルと構成に基づいて、一部のタスクが表示された

りされなかったりします。 

たとえば、選択したコントローラーに物理ドライブが割り当てられていない場合、[アレイの作成]は使用できないタ

スクです。 

次の表に、すべてのタイプのアイテムについて、使用可能なすべてのタスクを示します。 
    

項目 タスク 

コントローラー [高速I/Oパス] 
[コントローラーの詳細設定]* ** 
[アレイアクセラレータ設定] 
[構成の消去] 
[コントローラーの設定] 
[アレイの作成] 
[スタンバイコントローラー無効] 
[HBA/RAID/Smartアレイモードの有効化]* 
[Smartキャッシュの有効]† 
[ライセンスキーの管理]* 
[電力モードの変更]* 
[詳細情報] 
パラレル表面スキャン 
[物理ドライブライトキャッシュ設定] 
[冗長度の設定]* 
[すべてのステータスアラートの表示] 

アレイ [HPE SSA Smart Pathを使用してRAIDコンポーネントをバイパス] 
アレイのドライブタイプの変更** 
[アレイの作成] 
[論理ドライブの作成] 
[分割ミラーリングバックアップの作成] 
[プレーンテキストデータを暗号化されたデータに変換] 
[削除] 
[アレイの拡張] 
[アレイの修復]** 
[分割ミラーリングバックアップの管理] 
[詳細情報] 
[ドライブの移動]** 
[ミラーアレイの再結合]** 
[アレイの縮小]** 
[スペアの管理] 
[ミラーアレイの分割]** 
[すべてのステータスアラートの表示] 
[ボリュームキー変更] 
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項目 タスク 

論理ドライブ [論理ドライブの作成] 
[論理ドライブのSmartキャッシュの作成] 
[プレーンテキストデータを暗号化されたデータに変換] 
[削除] 
[論理ドライブの拡大] 
[インスタント完全消去] 
[RAID/ストライプサイズの移行] 
[キャッシュ書き込みポリシーの変更] 
[論理ドライブの移動]* ** 
[詳細情報] 
[論理ドライブの再有効化] 
[すべてのステータスアラートの表示] 
[ボリュームキー変更] 

未使用容量 [論理ドライブの作成] 
[詳細情報] 

物理ドライブ [ドライブの消去]** 
[すべてのステータスアラートの表示] 

割り当てられてい

ないドライブ 
[アレイの作成] 
[ドライブの消去]** 
[詳細情報] 

 

*このタスクは、すべてのコントローラーモデルで使用できるわけではありません。 
**SmartアレイG6またはG7コントローラーで実行する場合、このタスクには、登録されたSAAPライセンスキーまたは

SAAP機能が標準装備されているコントローラーが必要です。「SAAPについて」（137ページ）を参照してください。 
†登録済みのSmartキャッシュライセンスキーが適用されたGen8またはGen9コントローラーでのみ使用可能です。 

 

コントローラーの構成 
1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

[構成]パネルが表示されます。 
  

 重要：使用可能な画面のオプションは、サーバー構成によって異なることがあります。 
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3. コントローラーを構成します。「構成タスクの実行」（24ページ）を参照してください。 

4. メッセージが表示されたら、構成を保存します。 

5. 次のいずれかを実行します。 

o 追加のコントローラーを構成します。手順3～5を繰り返してください。 

o [終了]をクリックします。 
 

構成タスクの実行 
1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

3. [デバイス]メニューからデバイスを選択します。 
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[アクション]、[ステータスメッセージ]、および[コントローラー構成の概要]パネルが表示されます。表示され

ているタスクは、このデバイスの現在の構成でこのデバイスに使用できるタスクです。詳しくは、「構成タス

ク」（22ページ）を参照してください。 

 
4. タスクボタンをクリックします。 

このタスクで使用できるすべてのオプションのリストが画面の右側に表示され、タスクのリストは置き換えら

れます。 

5. デバイスの設定または構成オプションを選択します。 

6. [次へ]および[戻る]ボタンを使用して、オプションが表示される複数の画面を移動してください。 

7. [保存]または[OK]をクリックします。 
 

HPE SSD Smart Path 
1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

3. [デバイス]メニューからコントローラーを選択します。 

[アクション]パネルが表示されます。 

4. [アレイの作成]をクリックします。 

5. 新しいアレイの物理ドライブを選択します。 

6. [アレイの作成]をクリックします。 

7. [RAIDレベル]、[ストリップサイズ/フルストライプサイズ]、[セクター/トラック]、および[サイズ]について、

選択を行います。 

8. [論理ドライブの作成]をクリックします。 

9. [終了]をクリックします。 
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デフォルトでは、HPE SSD Smart PathはSSDドライブで有効になります。 
 

HPE SSD Smart Pathの有効化または無効化 
HPE SSD Smart Pathは、論理ドライブを作成したときにデフォルトでは有効です。論理ドライブを作成した後で

明示的に無効にする必要があります。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

o 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

2. [デバイス]メニューからコントローラーを選択します。 

[アクション]パネルが表示されます。 

3. [構成]、[論理デバイス]の順に選択して、論理ドライブのあるアレイを選択します。 

4. [HPE SSD Smart Pathの無効化]をクリックします。 

 
5. [保存]をクリックします。 

 

パリティの迅速初期化 
論理ドライブを作成するときは、パリティの迅速初期化を使用してパリティを初期化する必要があります。 

パリティ（RAID 5、RAID 6（ADG）、RAID 50、およびRAID 60）を使用するRAIDレベルでは、パリティブロック

を有効な値に初期化する必要があります。バックグラウンドの表面スキャン分析とより高性能な書き込み操作に

よってデータ保護を強化するには、有効なパリティデータが必要です。2つの初期化方法を使用できます。 

• [デフォルト] - 論理ドライブがオペレーティングシステムからアクセス可能なときに、パリティブロックを

バックグラウンドで初期化します。RAIDレベルを下げると、パリティの初期化速度が向上します。 
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• [迅速] - データブロックとパリティブロックの両方をバックグラウンドで上書きします。パリティの初期化プ

ロセスが完了するまで、オペレーティングシステムから論理ドライブを認識したり使用したりすることはでき

ません。すべてのパリティグループが並列で初期化されますが、1つのパリティグループ（RAID 5とRAID 6）
の場合のほうが初期化速度が速くなります。高速初期化時にRAIDレベルがシステムの性能に影響することは

ありません。 

パリティの迅速初期化は、サポートされるコントローラーと、サポートされる物理ドライブで構成されるアレイで

のみ利用できます。 

パリティの初期化方法を選択するには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

3. [デバイス]メニューから[論理デバイス]を選択します。 

アレイのリストが表示されます。 

4. アレイを選択して、[アクション]メニューから[論理ドライブの作成]を選択します。 
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5. [RAIDレベル]、[パリティグループ数（NPG）]、[ストリップサイズ/フルストライプサイズ]、[セクター/トラッ

ク]、[サイズ]、[パリティの初期化方法]、 および[キャッシング]の設定を選択します。使用されるコントロー

ラーと選択されたドライブによっては、下のイメージと異なるオプションが表示される場合があります。 

 
6. [論理ドライブの作成]をクリックして次に進みます。 

[概要]ページが表示されます。 

7. [終了]をクリックします。 
 

SSD Over Provisioning Optimization 
ソリッドステートデバイスは、使用されているすべてのブロックを、ドライブにデータを書き込む前に割り当て解

除することによって最適化できます。最適化プロセスは、アレイ内に最初の論理ドライブが作成されるときや、障

害が発生したドライブを置き換えるために物理ドライブが使用されるときに実行されます。一部のコントローラー

は、このオプションをサポートしません。 

[SSD Over Provisioning Optimization]機能をユーザーはGUI内で無効にすることができます。 

[SSD Over Provisioning Optimization]を無効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. [コントローラーデバイス]の下にある[未割り当てのドライブ]を選択します。 
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3. アレイを作成するには、リストされている選択可能なドライブから選択します。完了したら、[アレイの作成]
をクリックします。 
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4. [論理ドライブの作成]ウィンドウが表示されます。オプション[SSD Over Provisioning Optimization]の下で、

[アレイ上でSSD Over Provisioning Optimizationを実行しません]を選択します。 

 
5. [論理ドライブの作成]をクリックします。 

 

スペアのアクティベーションモードの変更 
スペアのアクティベーションモード機能により、コントローラーファームウェアは次の条件でスペアドライブをア

クティブにすることができます。 

• データドライブが障害予測（SMART）ステータスを報告する場合 

• データドライブが故障した場合。このモードがデフォルトです。 

正常な動作では、また古いコントローラーの場合は、ファームウェアはデータドライブが故障した場合のみスペア

ドライブの再構築を開始します。障害予測アクティベーションモードでは、ドライブが故障する前に再構築を開始

して、さらにドライブが故障すると発生する可能性があるデータ消失を減らすことができます。 

スペアのアクティベーションモードを変更するには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

3. [デバイス]メニューからコントローラーを選択します。 

[アクション]パネルが表示されます。 

4. [アクション]パネルで、[スペアのアクティベーションモードの変更]をクリックします。 
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5. メニューから、次のいずれかのモードを選択します。 

o [障害スペアのアクティベーション] 

o [予測スペアアクティベーション] 

6. [保存]をクリックします。 
 

スペアの管理モードの変更 
スペアの管理機能には、スペアの動作を扱う複数の方法が用意されています。以下のオプションから選択できます。 

• [専用] - 障害のあるデータドライブを交換した場合は、スペアドライブのデータから再構築する必要がありま

す。[専用]モードでは、1つのスペアを複数のアレイ専用にできます。 

• [自動交換ドライブ] - 障害のあるデータドライブのスペアが自動的に交換用データドライブになります。スペ

アを交換するときに、データドライブを再構築する必要はありません。自動交換モードでは、アレイ間でスペ

アドライブを共有することはできません。 

RAID 0ドライブを含むアレイに[自動交換ドライブ]モードを割り当てる場合は、[スペアアクティベーションモード]
を[予測スペアアクティベーション]モードに設定する必要があります。 

スペアの管理モードを変更するには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

3. [デバイス]メニューからコントローラーを選択します。 

4. [アクション]パネルから[アレイの作成]を選択します。 

アレイの詳細の画面が表示されます。 

5. コントローラー、ドライブタイプ、および物理ドライブを選択し、[アレイの作成]をクリックします。 

6. [プレーンテキストボリュームの作成]、[RAIDレベル]、[ストリップサイズ/フルストライプサイズ]、[セクター/
トラック]、[サイズ]、および[キャッシング]の設定を選択します。完了したら、[論理ドライブの作成]をクリッ

クします。 
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7. [スペアドライブの管理]をクリックします。 

 
8. メニューから、次のスペアドライブタイプのいずれかを選択します。 

o [専用スペアドライブ] 

o [自動交換ドライブ] 

9. アレイでスペアドライブとして動作するドライブを選択します。 
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10. [保存]をクリックします。 

 
11. 確認画面が表示されます。[はい]をクリックして次に進みます。 

12. [スペアドライブの管理]をクリックして追加の選択を行うか、[完了]をクリックします。 
 

自動RAID 0の設定 
  

 注意：いずれかの論理ドライブに対してこのオプションを選択した場合、1つの物理ドライブに障害が

発生すると、その論理ドライブのデータが失われます。RAID 0は、大容量かつ高速であることが求めら

れるが、データ安全性のリスクが生じないドライブに対して割り当ててください。 
  

  

自動アレイRAID 0により、指定された各物理ドライブ上に単一のRAID 0ボリュームが作成され、ユーザーは複数の

ドライブを選択してRAID 0として同時に構成できます。各アレイには、1つの物理ドライブと、1つのRAID 0論理ド

ライブが含まれます。 

RAID 0について詳しくは、「RAID 0—フォールトトレランスなし」（126ページ）を参照してください。 

RAID 0のアレイを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. コントローラーを選択します。 
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3. [RAID 0でアレイを作成]をクリックします。 

 
4. 新しいウィンドウが表示されたら、各アレイに1つのRAID 0論理ドライブが含まれるようになることを確認し

ます。[はい]をクリックして次に進みます。 
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5. 新しいウィンドウが表示されたら、RAID 0構成を確認します。[終了]をクリックして完了します。 

 
 

パラレル表面スキャン 
1. HPE SSAを開きます。詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. コントローラーを選択します。 
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3. [コントローラー設定の変更]をクリックします。 
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4. [現在のパラレル表面スキャン数] の下で、スライダーを使用してパラレル表面スキャン数を選択します。 

 
5. [設定の保存]をクリックします。 

6. [概要]ページが表示されます。[終了]をクリックして終了します。 
 

コントローラーキャッシュの構成 
キャッシュ機能では、直接論理ドライブにデータを書き込む代わりに、キャッシュメモリに書き込むことによって、

データベースの性能が向上します。アレイのほかの論理ドライブ用にキャッシュモジュールを予約するために、

キャッシュ機能を無効にすることができます。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 
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3. [ツール]メニューから[キャッシュマネージャー]を選択します。 

4. [キャッシュマネージャー]メニューの[コントローラーキャッシュ]をクリックします。 

 
5. [キャッシュ設定の変更]をクリックします。 

 
6. キャッシュに保存する1つまたは複数の論理ドライブを選択します。 

7. キャッシングの設定を確認します。 

8. [OK]をクリックします。 
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HPE Smartキャッシュについて 
Smartキャッシュでは、ソリッドステートドライブをハードディスクドライブメディアのキャッシュデバイスとし

て使用できます。Smartキャッシュには、次の機能が含まれています。 

• アプリケーションの性能を向上させる 

• アプリケーション内のトランザクションのレイテンシを短くする 

• SmartアレイGen9コントローラーがサポートされているオペレーティングシステムすべてをサポートします。

OS、ドライバー、またはアプリケーションを変更する必要はありません 

• ライトスルーまたはライトバックキャッシュ（Gen9サーバーのみ）の選択 

Smartキャッシュは、コントローラー上に最初のSmartキャッシュが作成された後に完全に有効になります。 

Smartキャッシュを無効にしない限り、次の機能は利用できません。 

• アレイの拡張 

• アドバンスト容量拡張 

• 論理ドライブの移動 

• アレイのドライブタイプの変更 

• 分割ミラーリングと再結合（オフラインのみ） 

• 分割ミラーリングのバックアップおよびロールバック（オンラインおよびオフライン） 

• アレイの修復 

• 論理ドライブの拡大 

• RAID/ストライプサイズの移行 

• キャッシュ比率の変更 

• 論理ドライブの調整 

Smartキャッシュをサポートするには、Smartアレイコントローラーファームウェアが以下の最低限のバージョンを

満たしている必要があります。 

• 6 Gコントローラー：バージョン3.42以降 

• 12 Gコントローラー：すべてのリリース 

Smartキャッシュを使用するには、Smartキャッシュのライセンスが必要です。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
のWebサイト（http://www.hpe.com/jp/smartcache）を参照してください。 

 

HPE Smartキャッシュの有効化 
アレイに対してHPE Smartキャッシュを有効にすると、割り当てられた論理ドライブへのデータ入出力が高速化さ

れます。 Smartキャッシュを有効にする前に、1つ以上の論理ドライブをコントローラーに作成する必要があります。 

Smartキャッシュを有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

3. [ツール]メニューから[キャッシュマネージャー]を選択します。 

http://www.hpe.com/jp/smartcache
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4. [アクション]メニューの[HPE Smartキャッシュの有効]をクリックします。 

 
5. 使用可能なドライブのリストから1つまたは複数の物理ドライブを選択します。 

6. [OK]をクリックします。 

7. ポップアップウィンドウが表示され、Smartキャッシュが有効にされるといくつかの機能が使用できなくなる

ことが示されます。続行する場合は、[はい]をクリックします。 
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8. [論理ドライブのSmartキャッシュの作成]が表示されます。 

 
9. 以下を選択します。 

o キャッシュする論理ドライブ 

o キャッシュ書き込みポリシーとRAIDタイプ 

o キャッシュのサイズ。Hewlett Packard Enterpriseは、ドライブサイズの10%をおすすめします。16 GiB以
上必要です。 

10. [論理ドライブのSmartキャッシュの作成]をクリックします。 
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11. [Smartキャッシュの詳細]、[Smartキャッシュの統計情報]、および [デバイスパス]が表示されます。[終了]
をクリックして続行します。 

 

論理ドライブのSmartキャッシュが作成されます。 
 

HPE Smartキャッシュによるライセンスキーのインストール 

HPE SSAを使用してライセンスキーをインストールし、Smartキャッシュの機能をアクティブにすることができます。 

ライセンスキーをインストールするには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

3. [ツール]メニューで、[ライセンスマネージャー]をクリックします。 
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4. 操作の中から[ライセンスキーの追加]をクリックします。 

 
5. ライセンスキー番号を入力します。 

6. [保存]をクリックします。 
 

Smartキャッシュライト-バックの有効化 
HPE SSAは、キャッシュ（ライトバックとライトスルー）時のデータ書き込みに2つの異なるポリシーを含みます。 

ライトバックとは、絶対に必要となるまでデータボリュームにデータがコピーされないキャッシュ方法です。ライ

トバックではデータボリュームへの書き込み操作の数を減らすことで、ライトスルーポリシーと比較してパフォー

マンスを向上させることができます。キャッシュボリュームで障害が発生した場合、パフォーマンスの改善によっ

てデータ損失のリスクが生じることがあります。 

ライトスルーは、データがキャッシュとデータボリュームに同時に書き込まれるキャッシュ方法です。ライトスルー

は、データの損失を許容できないアプリケーションで好まれる書き込みポリシーですが、ライトバックポリシーと

比べてパフォーマンスが低下します。 

ライトバックSmartキャッシュは、[キャッシュ書き込みポリシーの変更]ボタンを使用してライトスルーSmart
キャッシュに変換されるまでは削除できません。この変換は、Smartキャッシュの削除時のデータ損失を防ぐため

に、Smartキャッシュボリュームからプライマリハードディスクボリュームにフラッシュされるユーザーデータを

対象とします。ライトバックSmartキャッシュからデータをハードドライブのボリュームにフラッシュする時間は、

ライトバックSmartキャッシュにダーティデータが保持される時間や、ホストのワークロード、プライマリボリュー

ムのハードドライブの数など、さまざまな変数によって異なります。 

Smartキャッシュボリュームは、ボリュームが作成された順序とは逆の、最も新しいものから最も古いものへと削

除しなければなりません。 

一部のコントローラーはこのオプションをサポートしていません。また、この機能を有効にするためにライセンス

キーが必要なコントローラーもあります。このオプションは、任意の有効なSSDドライブ、およびデータの既存の

キャッシュされていない論理ドライブに実行できます。 
  

 注意：ライトバックキャッシュ書き込みポリシーを指定すると、キャッシュボリュームに障害が発生し

た場合にデータが失われるおそれがあります。RAID 0キャッシュボリュームを使用する場合、1つのSSD
障害によってデータが失われる場合もあります。 
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 重要：デモライセンスキーが期限切れになると、ライトバックキャッシュ書き込みポリシーで構成され

たSmartキャッシュボリュームがすべてライトスルーに変換されます。この場合、論理ドライブの詳細

ではキャッシュ書き込みポリシーとキャッシュ書き込みポリシー要求に異なる値が示されます。ライセ

ンスを再インストールすると、Smartキャッシュボリュームは元のライトバックキャッシュ書き込みポ

リシーに復元されます。 
  

論理ドライブのキャッシュポリシー設定を変更するには、以下を実行します。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. コントローラーを選択します。 

3. [コントローラー設定の変更]をクリックします。 

4. [物理ドライブライトキャッシュ状態]の下には、次のいずれかを選択します。 

o 有効 

o 無効 

 
5. [設定の保存]をクリックします。 

6. [概要]ページが表示されます。[終了]をクリックして終了します。 
 

ミラーアレイの操作 
HPE SSA GUIから実行できる高度なタスクの1つに、ミラーアレイを分割して再結合するタスクがあります。この

プロセスでは、RAID 1またはRAID 1+0ミラーが、RAID 0論理ドライブを構成する同じ内容の2つの新しいアレイに

分割されます。 

この手順をサポートするには、次の条件が満たされている必要があります。 

• HPE SSA GUIを、オフラインモードで実行する必要がある （「オフライン環境でのHPE SSAへのアクセス」

（10ページ））。 
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• SmartアレイG6およびG7コントローラーモデルに有効なSAAPライセンス（「SAAPについて」（137ページ））

が適用されている。 

• 分割されるミラーアレイは、RAID 1、RAID 1+0、RAID 1（ADM）、またはRAID 10（ADM）構成を含むこと

ができる。他のRAID構成を含むアレイを分割することはできません。 

ミラーアレイを分割して再結合するのには、いくつかの理由があります。詳しくは、『RAID 1(+0): breaking mirrors 
and rebuilding drives』というハウツーのホワイトペーパーを参照してください。このホワイトペーパーは、Hewlett 
Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあります。 

 

ミラーアレイの分割 
1. HPE SSA GUIをオフラインモードで実行します。「オフライン環境でのHPE SSAへのアクセス」（10ページ）

を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

3. [デバイス]メニューから[アレイ]を選択します。 

4. [アレイ]メニューから、該当するアレイを選択します。 

5. [アクション]パネルから[データドライブの管理]を選択します。 

6. [使用可能なアレイアクション]で、[ミラーアレイ]を選択します。 

7. 物理ドライブを選択します。 

8. [OK]をクリックします。 

ミラーアレイの詳細が表示されます。 

9. [終了]をクリックします。 

10. HPE SSAがアレイの分割を完了すると、[アレイ]メニューに2つの論理ドライブが表示されます。 

o RAID 1またはRAID 1+0アレイを分割すると、2つのRAID 0論理ドライブが作成されます。 

o RAID 1（ADM）論理ドライブを含むアレイを分割すると、RAID 1論理ドライブとRAID 0論理ドライブが

作成されます。 

o RAID 10（ADM）論理ドライブを含むアレイを分割すると、RAID 1+0論理ドライブとRAID 0論理ドライ

ブが作成されます。 

11. OSをシャットダウンします。 

12. サーバーの電源を切ります。 

13. 電源を切ったまま、新しいアレイの一方を構成する物理ドライブを取り外します。 

一方のアレイの物理ドライブの取り外しを怠ると、2つのアレイがまったく同じものになるため、サーバーの

再起動時に、OSが2つのアレイを区別できなくなります。 

14. サーバーに電源を入れます。 

15. OSを再起動します。 
 

分割したミラーアレイの再結合 
1. HPE SSA GUIをオフラインモードで実行します。「オフライン環境でのHPE SSAへのアクセス」（10ページ）

を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

3. [デバイス]メニューから[アレイ]を選択します。 

4. [アレイ]メニューから、該当するアレイを選択します。 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
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5. [アクション]パネルから[データドライブの管理]を選択します。 

6. [利用可能なタスク]パネルで、[分割ミラーリングバックアップの管理]をクリックします。 

7. ソースアレイにミラーするアレイを選択します。 

通常、このアレイは、元のミラーアレイから分割されたアレイです。ただし、正しいサイズの他のアレイの場

合もあります。 

8. [OK]をクリックします。 

9. HPE SSAがミラーアレイの再結合を完了したら、OSを再起動します。 

コントローラーは、再構築プロセスを使用して、ミラードライブの同期を取りなおします。この再構築プロセ

スの進行中、ドライブのオンラインLEDが点滅します。ハードディスクドライブのサイズやサーバーの負荷に

よって異なりますが、このプロセスには、最長2時間かかります。このプロセスの実行中、OSを起動すること

はできますが、再構築が完了するまで論理ドライブのフォールトトレランス機能は無効です。 
 

分割ミラーリングバックアップの作成 
このタスクは、1つまたは複数のRAID 1、RAID 1+0、RAID 1（ADM）、またはRAID 10（ADM）論理ドライブから

構成されるアレイを分割し、プライマリアレイとバックアップアレイの2つのアレイを作成します。 

分割ミラーリングバックアップを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSA GUIをオフラインモードで実行します。「オフライン環境でのHPE SSAへのアクセス」（10ページ）

を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 

3. [デバイス]メニューから[アレイ]を選択します。 

4. [アレイ]メニューから、該当するアレイを選択します。 

5. [アクション]パネルで、[分割ミラーリングバックアップの作成]をクリックします。 

確認およびメッセージダイアログボックスが表示されます。 

6. [OK]をクリックします。 

7. 詳細ウィンドウが表示されます。[終了]をクリックします。 

HPE SSAは、以下のルールに従ってアレイを作成します。 

o 元のアレイにRAID 1またはRAID 1+0ドライブが含まれる場合、プライマリアレイにRAID 0ドライブが含

まれる。 

o 元のアレイにRAID 1（ADM）ドライブが含まれる場合、プライマリアレイにRAID 1ドライブが含まれる。 

o 元のアレイにRAID 10（ADM）ドライブが含まれる場合、プライマリアレイにRAID 1+0ドライブが含まれる。 

o バックアップアレイには、常にRAID 0論理ドライブが含まれる。 

o プライマリアレイはオペレーティングシステムから完全にアクセスできるが、バックアップアレイはオペ

レーティングシステムから隠される。 

8. HPE SSAが分割ミラーリングバックアップの作成を完了すると、[デバイス]メニューに新しいバックアップア

レイが表示されます。 

この場合、アレイ名の先頭に、バックアップアレイであることを示す「Backup」が付きます。 
 

分割ミラーリングバックアップの再ミラーリング化、ロールバック、または再アクティブ化 
1. HPE SSA GUIをオフラインモードで実行します。「オフライン環境でのHPE SSAへのアクセス」（10ページ）

を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[構成]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[構成]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[構成]をクリックします。 



 

操作 47 

3. [デバイス]メニューから[アレイ]を選択します。 

4. [アレイ]メニューから、該当するアレイを選択します。 

5. [利用可能なタスク]パネルで、[分割ミラーリングバックアップの管理]をクリックします。 

6. 次のいずれかの操作を選択します。 

o アレイを再ミラー化し、既存のデータを保持する。バックアップアレイを破棄する。 

このオプションを選択すると、元のミラーアレイがプライマリアレイの現在の内容で再作成されます。 

o アレイを再ミラー化し、バックアップアレイの内容にロールバックする。既存のデータを破棄する。 

このオプションを選択すると、ミラーアレイが再作成されますが、バックアップアレイに保存されている

元の内容が復元されます。以下の場合、Hewlett Packard Enterpriseはこのオプションを実行しないことを

おすすめします。 

— オンライン環境の場合 

— ロールバックする論理ドライブがマウントされている場合 

— ロールバックする論理ドライブがオペレーティングシステムによって使用されている場合 

o バックアップアレイをアクティブ化する。 

このオプションを選択すると、オペレーティングシステムからバックアップアレイに完全にアクセスでき

るようになります。この場合、アレイ名の先頭から、バックアップアレイであることを示す「Backup」が

削除されます。 
 

アレイの修復 
[アレイの修復]を使用すると、アレイ内の障害を起こした物理ドライブを正常な物理ドライブで交換するコマンドを

入力することができます。交換した後でも、元のアレイと論理ドライブの番号は影響を受けません。 

[アレイの修復]を使用するには、以下の条件を満たす必要があります。 

• アレイ内に障害を起こしたドライブが1台以上ある。 

• （スペアの再構築など）アレイの変換が行われていない。 

• アレイの変換を実行できる動作中のキャッシュがある。 

• 交換用物理ドライブと元のドライブのインターフェイスタイプ（SAS、SATAなど）が同じである。 

• アレイ内の障害を起こした各物理ドライブを交換するために、十分な台数の正しいサイズの割り当てられてい

ない物理ドライブが使用できる。 

「正しいサイズ」とは、アレイ上の最も小さいドライブと同じ大きさで、最も小さいスペアより大きくないド

ライブとして定義されます。 

• ProLiant SmartアレイG6またはG7コントローラーを使用する場合は、SAAP 1.0ライセンスがアクティブにな

ります。 

すべての条件が満たされているときに[アレイの修復]を選択すると、アレイ内のボリュームに対して次のいずれかの

操作が実行されます。 

• ボリュームで障害が発生すると、ボリュームが再作成される。この操作は、RAID 0ボリュームで実行されます。 

• ボリュームが劣化すると、ボリュームが再構築される。 
 

アレイのドライブタイプの変更 
一部のコントローラーはこのオプションをサポートしていません。また、この機能を有効にするためにライセンス

キーが必要なコントローラーもあります。 

HPE SSAを使用すると、既存の空のアレイまたは新しいアレイにアレイの内容を転送できます。この操作では、す

べての論理ドライブが、元のアレイからターゲットアレイに転送されます。元のアレイが削除され、使用されてい

たドライブが解放され、未割当ドライブとして表示されます。 
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アレイのドライブタイプの変更は時間のかかるプロセスです。その2つの理由は、各論理ドライブ内のすべてのデー

タがターゲットアレイにコピーされることと、コントローラーが他の論理ドライブのIO要求を処理しながらすべて

のデータ変換を実行することです。 

この操作を実行するには、以下の条件を満たす必要があります。 

• ターゲットアレイに、ソースアレイまたは元のアレイと同じ数の物理ドライブがある。 

• ソースアレイとターゲットアレイの状態がともに良好である。 

• ソースアレイ内の既存の論理ドライブの状態がすべて良好である。 

• ターゲットアレイに、ソースアレイに含まれるすべての論理ドライブを収納できるだけの十分な容量がある。 
 

暗号化マネージャー 
Secure Encryptionは、互換性のあるSmartアレイコントローラーに接続された大量のストレージHDDおよびSSDに

保存されたデータを保護する、コントローラーベースのエンタープライズクラスのデータ暗号化ソリューションで

す。このソリューションはEnterprise Secure Key Managerと互換性があり、お客様の設定に応じて、環境でキーマ

ネージャーが使用されている場合も使用されていない場合も機能します。 

Secure Encryptionは、SmartアレイPX3XおよびPX4XコントローラーおよびRAIDモードで動作しているSmart HBA
でサポートされています。 

フルセットアップの実行とSecure Encryptionについて詳しくは、『Secure Encryptionインストール/ユーザーガイド』

を参照してください。 
 

モードの管理 

RAIDモードとHBAモード 
コントローラーはRAIDモードとHBAモードのいずれかで動作しますが、両方のモードでは動作しません。Smartア
レイコントローラーでは、RAIDモードで実行するようにHBAモードを構成できます。HBAモードでは、すべての物

理ドライブがオペレーティングシステムに直接提供され、ハードウェアRAIDエンジンは無効化されます。   

HBAモードが有効な場合は、RAIDモードが無効になります。RAIDモードを有効にするには、HBAモードを無効に

します。 

HBAモード 
  

 重要：HBAモードの有効化によって、物理ドライブがオペレーティングシステムに公開されます。Smart
アレイ構成は利用できません。 

  

HBAモードを有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開きます。詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. コントローラーを選択します。 

3. [構成]をクリックします。 
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4. [HBAモードの有効化]をクリックします。 

 
5. HBAモードに入ると、構成がクリアされるまで、Smartアレイを使用して構成されたドライブが無効になるこ

とを警告するプロンプトが表示されます。HBAモードを有効にするには再起動が必要です。 

 
続行する場合は、[OK]をクリックします。 

6. [概要]ページが表示されます。[終了]をクリックして終了します。 

RAIDモード 

RAIDモードを有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開きます。詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. コントローラーを選択します。 

3. [構成]をクリックします。 

4. [HBAモードのキャンセル]をクリックします。 
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5. コントローラーはSmartアレイモードのままとなり再起動は不要であることを示すプロンプトが表示されま

す。続行する場合は、[OK]をクリックします。 

6. [概要]ページが表示されます。[終了]をクリックして終了します。 
 

電力モード 
次の3つの利用可能な電力モードがあります。 

• 最大パフォーマンス 

• 省電力 

• バランス 

最大パフォーマンス（デフォルト） 

これはデフォルト設定です。すべての設定は、最大のパフォーマンスに基づいて選択されます。パフォーマンスに

影響する電力節約オプションは無効です。 

バランス 

パフォーマンスへの影響を最小限に抑えて電力を節約するにはこの設定を使用します。キューの項目数が多い場合

に、この設定がスループットに与える影響は10%以下です。 

キューの項目数が少ない、またはI/Oが頻繁ではない場合、パフォーマンスへの影響は大きくなる場合があります。

このコマンドは、通常、ハードディスクドライブのみを使用する環境で役立ち、SSD使用時にはお勧めしません。 

設定は、ドライブの数やタイプ、RAIDレベル、ストレージのトポロジなど、ユーザーの構成に基づきます。構成を

大幅に変更すると、最適な設定を選択するために再起動が必要となる場合があります。設定を変更するために再起

動が必要な場合、HPE SSAは警告を生成します。 

省電力 

システムパフォーマンスにこだわらずにこの設定を選択すれば、最大の電力の節約が実現されます。Hewlett 
Packard Enterpriseはごく一部のアプリケーションにはこの設定をおすすめしていますが、ほとんどのお客様に適切

な設定ではありません。ほとんどのアプリケーションにおいて大幅なパフォーマンスの低下が生じます。 
  

 重要：節約とパフォーマンスを最適化するために、電力モードを切り替えた後は再起動が必要となる場

合があります。 
  

  

 重要：電力モードがバランスに設定されている場合、その後のコントローラーの構成変更では、パフォー

マンスを最適化するために再起動が必要となる場合があります。 
  

電力モードを変更するには、以下を実行します。 

1. HPE SSAを開きます。詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. コントローラーを選択します。 

3. [構成]をクリックします。 

4. [電力モードの変更]をクリックします。 

5. 電力モードを選択します。 

o 省電力 

o バランス 



 

操作 51 

o 最大パフォーマンス 

 
6. [OK]をクリックします。 

7. [概要]ページが表示されます。[終了]をクリックして終了します。 
 

コントローラーのステータスの表示 
キャッシュや接続されているバッテリーまたはキャパシターのステータスを含め、コントローラーのステータスを

表示するには、以下を実行します。 

1. HPE SSAを開きます。詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. コントローラーを選択します。 

3. [構成]をクリックします。 

4. [コントローラー構成の概要]の下の[詳細の表示]をクリックします。 

新しいウィンドウが表示されます。 

5. [コントローラーのステータス]まで下にスクロールして、コントローラー、キャッシュ、およびバッテリーや

キャパシターのステータスを表示します。 

 
 

ドライブの消去オプション 
ドライブを消去すると、物理ドライブからすべての機密情報が削除されます。機密性の高いデータの消去には、デー

タをデータのパターンと置き換え、内部の暗号化キーを変更する方法が効果的です。 

HPE Smart Storage Administratorは、複数のドライブの消去オプションを提供します。ただし、すべてのドライブが

各オプションをサポートしているわけではありません。この製品では、以下の消去オプションが用意されています。 

• サニタイズ上書き – （Gen 8コントローラーおよびHDDのみ）サニタイズ上書きは、ドライブのすべての物

理セクターをそれぞれパターンで埋めます。このオプションを選択する場合は、サニタイズの方式を指定でき

ます。HDDでこの方法がサポートされているか有効になっている場合、サニタイズ操作に制限を加えるのか

（正常に完了するまでドライブを使用できない）、または加えないのか（操作が失敗してもドライブを回復で

きる）を指定できます。詳しくは、「サニタイズ消去の方式」（52ページ）を参照してください。 

• サニタイズブロック消去 – （Gen 8コントローラーおよびSSDのみ）サニタイズブロック消去は、ドライブ

上のブロックをベンダー固有の値にセットすることで、すべてのユーザーデータを削除します。このオプショ

ンを選択する場合は、サニタイズの方式を指定できます。SSDでこの方法がサポートされているかまたは有効

になっている場合、サニタイズ操作に制限を加えるのか（正常に完了するまでドライブを使用できない）、ま

たは加えないのか（操作が失敗してもドライブを回復できる）を指定できます。詳しくは、「サニタイズ消去

の方式」（52ページ）を参照してください。 



 

操作 52 

• サニタイズ暗号スクランブル – （Gen 8コントローラーのみ）サニタイズ暗号化スクランブル（暗号スクラ

ンブル）は、ユーザーデータ用に使用されている内部の暗号化キーを変更して、データの取得を不可能にしま

す。このオプションを選択する場合は、サニタイズの方式を指定できます。ドライブでこの方法がサポートさ

れているかまたは有効になっている場合、サニタイズ操作に制限を加えるのか（正常に完了するまでドライブ

を使用できない）、または加えないのか（操作が失敗してもドライブを回復できる）を指定できます。詳しく

は、「サニタイズ消去の方式」（52ページ）を参照してください。 

• 3段階消去 - 3段階消去方式は、最初の段階と2番目の段階でドライブにランダムデータを書き込み、3番目の

段階で「0」を書き込みます。この操作はすべてのドライブでサポートされており、すべてのドライブのデフォ

ルト消去オプションです。 

• 2段階消去 - 2段階方式は、最初の段階でドライブにランダムデータを書き込み、2番目の段階で「0」を書き

込みます。この操作はすべてのドライブでサポートされています。 

• 1段階消去 - 1段階方式では、ドライブに「0」が書き込まれます。この操作はすべてのドライブでサポートさ

れています。 
    

 重要：  

• サニタイズ消去操作は、いったん開始すると停止できません。ドライブのサニタイズ

操作は、ホットプラグやサーバーの再起動が行われても続行されます。 

• サニタイズの消去操作の実行中は、プロセスが完了するまで、ドライブを使用できま

せん。 

• 1、2、および3段階消去パターンは、消去の開始後に停止できますが、ドライブ上に保

存されているデータは消去を停止した後でも回復できない場合があります。ドライブ

をホットプラグすると、消去プロセスは取り消されます。 

• 1、2、または3段階の消去パターンを使用する場合、消去プロセスの完了後、物理ドラ

イブはオフラインのままです。ドライブをオンラインに戻して、構成で使用できるよ

うにするには、ドライブを選択して[Enable Erased Drive]ボタンをクリックします。 

• 1、2、または3段階消去の実行中にドライブが再起動されると、再起動後、消去操作が

中断する場合があります。 
  

 

サニタイズ消去の方式 
HPE SSAでサニタイズ消去オプションを選択する場合、操作が正常に完了するまでドライブを利用できなくするか、

または操作が失敗した場合に回復可能にするかを指定できます。ドライブがこの方法をサポートし、ユーザーがこ

の方法のライセンスキーを保有している場合、以下の方式のいずれかを選択できます。 

• 制限付き – 制限付きサニタイズ方式を使用すると、ドライブのサニタイズ操作が正常に完了するまで、ドラ

イブを利用できません。制限付きサニタイズ操作が失敗した場合、残される手段はサニタイズ操作をもう一度

開始することだけです。ただし、ドライブが保証対象であれば、そのドライブをHewlett Packard Enterprise
に返却できます。この方式には、数時間かかる場合があります。 

• 制限なし – 制限なしのサニタイズ方式を使用すると、ドライブのサニタイズ消去操作が失敗してもドライブ

を回復できます。ユーザーデータは、操作開始後も、ドライブ上に残ることがあります。このサニタイズ方式

は、すべてのドライブでサポートされているわけではありません。 

上記のサニタイズ消去方式に関して、以下の点を考慮してください。 

• 一部のドライブが、サニタイズ消去操作が開始された時点で最長消去時間の概算値をレポートすることがあり

ます。これは、ドライブのサニタイズ消去が完了するまでにかかる時間の概算値です。ドライブの消去は概算

の時間より長くかかる場合があります。 

• 一部のコントローラーはサニタイズ消去オプションをサポートしていません。また、この機能を有効にするた

めにライセンスキーが必要なコントローラーもあります。 
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ドライブの消去 
1. HPE SSAを開きます。詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. デバイスを選択し、[アクション]パネルで[構成]をクリックして[構成]パネルを開きます。 

3. [構成]パネルで、[コントローラーデバイス]見出しの下の[未割り当てのドライブ]を選択します。 

4. 未割り当てのドライブのリストから、消去するドライブを1つまたは複数選択し、画面の下部にある[ドライブ

の消去]ボタンをクリックします。 

ダイアログボックスに、消去機能についての警告メッセージ、ドライブでサポートされる消去パターンオプ

ション、ユーザーが選択したドライブが表示されます。 

5. メッセージをよく読み、ドライブの消去パターンオプションを選択します。サニタイズ消去を実行する場合は、

サニタイズ消去オプションを選択し、制限付きと制限なしのどちらのサニタイズ消去を使用するか（ご使用の

ドライブで両方のオプションがサポートされる場合）を指定します。 

6. 画面の下部にある[OK]をクリックして次に進むか、または[Cancel]をクリックして前の画面に戻ります。 

7. [OK]をクリックすると、警告メッセージが表示されます。メッセージを確認し、[Yes]をクリックして次に進

むか、[No]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。 

8. [Yes]をクリックすると、消去プロセスが起動されていることを示すメッセージが表示されます。[終了]をク

リックして、ダイアログボックスを閉じます。 

未割り当てドライブのリストに、消去中のドライブについて情報ステータスメッセージアイコンが表示されます。 

9. ドライブを選択して[View Details]ボタンをクリックし、ステータスと消去プロセスに関する情報メッセージ

を表示します。消去の進行状況を更新するには、[Refresh]ボタンをクリックします。 

一部のドライブでは、消去プロセスが進行して最終的に完了しても、消去の進行状況の表示が10%または20%
のまま変わらないことがあります。 

サニタイズ消去オプション（Gen8コントローラーでのみサポート）の実行の際に、操作の進行中にサーバー

が再起動されるかサーバーの電源が切断されると、操作が完了するまで、HPE SSAユーザーインターフェイ

スにドライブが表示されなくなることがあります。 
 

消去されたドライブを構成で使用できるようにする 
1、2、および3段階の消去パターンを使用したドライブの消去が完了した後、消去したドライブを構成で使用する

には、事前にそのドライブを有効にする必要があります。この手順は、Gen8コントローラーに適用されます。 

Gen8コントローラーでサニタイズドライブ消去を実行して完了した場合、以下の手順は不要です。ドライブは消去

プロセスの完了後に自動的に有効になります。 

1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. デバイスを選択し、[アクション]パネルで[構成]をクリックして[構成]パネルを開きます。 

3. [構成]パネルで、[コントローラーデバイス]見出しの下の[未割り当てのドライブ]を選択します。 

未割り当てのドライブのリストから、消去したドライブを選択し、消去するドライブを1つまたは複数クリッ

クして画面の下部にある[Enable Erased Drive]ボタンをクリックします。 
 

FLSの管理 
Flexible Latency Schedulerにはハードドライブを最適化する利点があり、同時にドライブの遅延時間も制御できま

す。FLSはドライブに発行された要求のリストを検査することでハードドライブに働きかけます。FLSは交代用ド

ライブでのホスト要求の最も長い未処理コマンド遅延時間に基づいて、そのドライブへの要求送信時にコントロー

ラーのロジックを変更します。FLSはコントローラー用のグローバルなオプションであり、ホスト要求からの最大

測定遅延時間を減らすためにすべてのドライブに適用されます。 

FLSは、高いランダムワークロードの下、一部の回転ディスク（ハードディスクドライブ）で生じる可能性のある

高い遅延時間に上限を設定しようとします。低い設定では、すべての要求に対して遅延時間の上限として250 msが
設定されます。この設定の後、コントローラーは要求をすぐにスケジュールします。 
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高い設定では遅延時間の上限としてより短い50 msが使用され、非常に高い設定では上限として30 msまたは10 ms
が使用されます。ターゲットは、Flexible Latency Scheduler機能をサポートする有効な個々のコントローラーのター

ゲットです。 

高く設定すると、一般にハードディスクドライブの論理ボリュームに対する最大遅延時間は短縮されますが、遅延

時間を改善しているパターンのスループットは低下します。 

FLSは現在以下のコントローラーで使用できます。 

• SmartアレイP244brコントローラー 

• SmartアレイP440コントローラー 

• SmartアレイP440arコントローラー 

• SmartアレイP441コントローラー 

• SmartアレイP741mコントローラー 

• SmartアレイP840コントローラー 

• SmartアレイP841コントローラー 

• H240 Smartホストバスアダプター 

• H241 Smartホストバスアダプター 

FLSは、以下の設定で使用できます。 
 

設定 説明 

無効 コントローラーは、ドライブがスループットを最適化できるようにするため、一部の

ワークロードでは最大遅延時間がさらに長くなります。 

高、非常に高い コントローラーは、ディスクにタイムリーな方法で処理を完了させようとしますが、あ

る程度のドライブの最適化は許可します。これにより、一部のワークロードについては

効果的なスループットが低下します。 

低、中間 コントローラーは高の設定に比べて早い時間でディスクに処理を完了させます。これに

より最大遅延時間は短くなりますが、スループットが低下します。 
 
  

 重要：高レベルのFLSを設定すると、一部の要求パターンについてはスループットが失われる可能性が

あります。 
  

FLSを有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. HPE SSAを開きます。詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. コントローラーを選択します。 
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3. [アドバンストコントローラー設定]をクリックします。 

 
4. [HDDフレキシブルレイテンシ最適化]オプションまで下にスクロールします。 

 
5. 次のいずれかを選択します。 

o 無効 

o 低 

o 中（100 ms） 

o 高 

o 非常に高い（30 ms） 
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o 非常に高い（10 ms） 

6. [OK]をクリックします。 

7. [概要]ページが表示されます。[終了]をクリックして終了します。 
 

診断タスク 
HPE SSA診断機能は、SmartStart v8.20以前によってサポートされているアレイ診断ユーティリティと置き換えら

れた機能です。 

HPE SSAは、以下のレポートとログを生成します。 

• アレイ診断レポート 

このレポートには、アレイコントローラー、ストレージエンクロージャー、ドライブケージ、論理ドライブ、

物理ドライブ、テープドライブのようなすべてのデバイスに関する情報が含まれます。サポートされるソリッ

ドステートドライブについては、SmartSSD Wear Gauge情報も含まれます。 

• SmartSSD Wear Gaugeレポート 

このレポートには、システムに接続されているソリッドステートドライブの現在の使用レベルと予想寿命に関

する情報が含まれます。 

• シリアル出力ログ 

このログには、選択したコントローラーの詳細なシリアル出力が含まれます。 

各コントローラーについて（またはすべてのコントローラーについて）、次のタスクを選択することができます。 

• [診断レポートの表示] 

• [診断レポートの保存] 

• [SmartSSD Wear Gaugeレポートの表示] 

• [SmartSSD Wear Gaugeレポートの保存] 

表示タスクの場合、レポートまたはログが生成され、表示されます。保存タスクの場合、レポートは生成されます

が、グラフィカルには表示されません。 

どちらのタスクの場合でも、レポートを保存できます。オンライン環境でもオフライン環境でも、HPE SSAは、診

断レポートを圧縮されたフォルダーに保存します。このフォルダーには、XMLレポート、テキスト形式レポート、

およびビューアーファイルが含まれており、Webブラウザーを使用してレポートを表示および操作することができ

ます。 

各HPE SSA診断レポートには、発生したエラーおよび警告状態の統合ビューが含まれています。また、次のような、

各ストレージデバイスに関する詳細情報も提供されます。 

• デバイスステータス 

• 構成フラグ 

• ファームウェアのバージョン番号 

• 物理ドライブエラーログ 

HPE SSA診断は、論理ドライブのデータ内容に関する情報を収集しません。診断レポートには、次の情報は含まれ

ません。 

• ファイルシステムのタイプ、内容、またはステータス 

• パーティションのタイプ、サイズ、またはレイアウト 

• ソフトウェアRAID情報 

• オペレーティングシステムデバイス名またはマウントポイント 
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診断タスクの実行 
1. HPE SSAを開きます。 

詳しくは、「HPE SSAのGUIの使用」（16ページ）を参照してください。 

2. 次のいずれかの操作を実行して、[診断]パネルを開きます。 

o クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して[診断]をクリックします。 

o 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある[診断]をクリックします。 

3. レポートタイプを選択します。 

この例では、[アレイ診断レポート]の選択を使用します。 

4. [アレイ診断レポート]を選択します。 

[アレイ診断レポート]の[アクション]パネルが表示されます。 

 
5. いずれかのタスクボタンをクリックします。 

o [診断レポートの表示]をクリックすると、レポートが表示されます。現在のレポートの表示が完了したら、

[閉じる]または[保存]をクリックします。 

o [診断レポートの保存]をクリックした場合は、レポートが生成されるのを待って、[レポートを閉じる]また

は[レポートを保存する]をクリックします。 

レポートおよびブラウザーでのレポートの表示について詳しくは、以下の項を参照してください。 

• 「報告される情報」（119ページ） 

• 「診断レポートファイルの識別と表示」（121ページ） 

• 「SmartSSD Wear Gaugeレポートファイルの識別と表示」（122ページ） 
 

HPE SSAのCLIの使用 
使用できるいずれかの方法でHPE SSAにアクセスします。 

• オフライン環境でのHPE SSAへのアクセス（10ページ） 
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• オンライン環境でのHPE SSAへのアクセス（14ページ） 

ブートコントローラーやブートボリュームの設定のような一部のHPE SSA CLI機能は、オフライン環境でのみ使用

できます。 

HPE SSAのCLIには、次の2つの操作モードがあります。 

• コンソールモード（「CLIをコンソールモードで開く」（58ページ）） 

HPE SSAを毎回再起動しなくても、複数のデバイスの複数の構成パラメーターを調整できます。 

• コマンドモード（「CLIをコマンドモードで開く」（58ページ）） 

1つのデバイスの1つの構成パラメーターだけを独立して変更することができます。 

VMware ESXi 5.xの場合、HPE SSAのCLIは、コマンドモードと同様に動作します。ただし、この場合は、VMware 
vSphere esxcliコマンドラインユーティリティを通じてHPE SSA CLIを実行する必要があります。ESXi 5.x版のHPE 
SSAのCLIの使用について詳しくは、『VMware Utilities User Guide』を参照してください。 

Linux版HPE SSA CLIの使用について詳しくは、以下のREADME.txtファイルを参照してください。 

• HPE SSA: /opt/smartstorageadmin/ssacli/README.TXT 

• SSACLI（32ビット）： /opt/smartstorageadmin/ssacli/ssacli-1.XX-X.X.XXXX.txt 

• SSACLI（64ビット）： /opt/smartstorageadmin/ssacli/ssacli-1.XX-XX.XXXX_XX.txt 
 

CLIをコンソールモードで開く 
HPE SSA CLIをコンソールモードで開くために必要なコマンドの構文は、使用しているオペレーティングシステム

によって異なります。 

• Microsoft Windowsの場合は、次のテキストを入力します。 
C:\Program Files\Smart Storage Administrator\ssacli\bin\ssacli.exe 

または、[スタート]メニューから、[アプリ]、[システムツール]、[Smart Storage Administrator CLI]の順に

選択します。 

• Linuxの場合は、次のテキストを入力します。 
# ssacli 

いずれのオペレーティングシステムでコンソールモードに入った場合でも、画面に以下のメッセージとコンソール

プロンプトが表示されます。 
HP Smart Storage Administrator CLI 1.XX.X.X 
Detecting Controllers...Done. 
Type "help" for a list of supported commands. 
Type "exit" to close the console. 
=> 

このガイドのHPE SSA CLIの項にある残りの例では、コンソールモードに入っていることを前提として説明します。 
 

CLIをコマンドモードで開く 
コマンドモードを使用するには、適切なHPE SSA CLIコマンドを特定します（「<command>変数」（59ページ））。

次に、そのコマンドを、コンソールモードでCLIを開く（58ページ）ために使用されるテキスト行の最後に追加し

ます。 

次の例では、helpをコマンドとして使用します。 

• Microsoft Windowsの場合 
C:\Program Files\Smart Storage Administrator\ssacli\bin\ssacli.exe help 

• Linuxの場合 
[root@localhost root]# ssacli help 

このガイドのHPE SSA CLIの項にある残りの例では、コンソールモードに入っていることを前提として説明します。 
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CLIの構文 
コマンドモードで入力した場合もコンソールモードで入力した場合も、標準のHPE SSA CLIコマンドラインは、ター

ゲットデバイス、コマンド、および（必要があれば）パラメーターの値の3つの部分から構成されています。山かっ

こを使用して、必要な変数を表示し、角かっこを使用してオプションの変数を表示します。標準のHPE SSA CLIコ
マンドラインの構造は次のとおりです。 

<target> <command> [parameter=value] 
 

<target>変数 
この変数は、構成するターゲットデバイスへのパスを提供します。このデバイスは、コントローラー、アレイ、論

理ドライブ、または物理ドライブの可能性があります。使用される構文は、次のとおりです。 
controller all | slot=# | wwn=# | chassisname="AAA" | serialnumber=# | 
chassisserialnumber=# | [array=all|<id>] [logicaldrive all|#] [physicaldrive 
all|allunassigned|[#:]#:#,[#:]#:#...|[#:]#:#-[#:]#:#]  

例： 
controller slot=3 
controller wwn=500805F3000BAC11 
controller slot=2 array A  
controller chassisname="A" array B logicaldrive 2 
controller chassisname="A" physicaldrive 1:0 
controller all 
controller slot=2 array all 
controller slot=3 physicaldrive 1:2-1:5 

 

<command>変数 
<command>変数には、一般的な構成タスクに対応して、以下の単語または句を入れることができます。 

add 
create 
delete 
modify 
remove 
set target 

構成以外のコマンドも使用できます。 

diag（「診断レポートの生成」（65ページ）） 

help（「helpコマンド」（63ページ）） 

rescan（「システムの再スキャン」（67ページ）） 

shorthand（「キーワードの省略形」（60ページ）） 

show（「showコマンド」（61ページ）） 

version（「アプリケーションレイヤーの現在のバージョンの表示」（63ページ）） 

コマンドは多くの場合にパラメーターを必要とし、一部のパラメーターは値を必要としますが、特定のコマンドに

ついて有効な特定のパラメーターおよび値は、コマンドを適用するターゲットによって異なります。 

ターゲットおよびコマンド変数の特定の組み合わせに対して有効なパラメーターおよび値を決定するために、デバ

イスをクエリすることができます（「デバイスのクエリ」（60ページ））。また、このガイドの別の項にあるコマ

ンドの例を調べることもできます。 
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デバイスのクエリ 
パラメーターの値がわからない場合、デバイスにクエリを実行し、パラメーターの値として「?」を入力することに

より、この値を見つけることができる場合があります。 

コマンドの例： 
=> ctrl ch="Lab4" ld 1 modify raid=0 ss=? 

この場合に通常画面に表示される応答は、次のようになります。 
Available options are: 

8 

16 (current value) 

32 

64 

128 

256 (default) 

クエリできるパラメーターを決定するには、CLIのヘルプ機能（「helpコマンド」（63ページ）） を使用してくだ

さい。 
 

警告プロンプトの非表示 
ユーザーのデータを破壊する可能性のある操作のコマンドを入力する場合、CLIは警告を表示して、操作を実行する

前に入力（yまたはn）を促します。これは、バッチファイルスクリプトを実行しているときには望ましくありませ

ん。警告プロンプトの表示を防ぐには、forcedという用語をパラメーターとして使用します。 

コマンドの例： 
ctrl ch="Lab4" ld 1 delete forced 

VMware ESXi 5.xでは、forcedフラグのオプションを持つすべてのコマンドでforcedフラグが必須です。forcedパ
ラメーターを使用しない場合、このフラグがないとコマンドを実行できないことを示すエラーメッセージが表示さ

れます。 
 

キーワードの省略形 
HPE SSA CLIでよく使用されるキーワードには、次の表に示すように省略形を使用できるものがあります。省略形

の詳細なリストについては、HPE SSA CLIでhelp shorthandと入力してください。 
       

キーワード HPE SSA CLIでの 
省略形 

キーワード HPE SSA CLIでの 
省略形 

adapterid ai nobatterywritecache nbwc 

allunassigned au numberparitygroups npg 

arrayaccelerator aa parallelscsi ps 

cacheratio cr physicaldrive pd 

chassisname* ch* postprompttimeout ppto 

chassisserialnumber csn queuedepth qd 

chassisslot chs raid1writebuffering r1wb 

configurationmode cm rebuildpriority rp 

connectionname cn serialnumber sn 

controller ctrl spareactivationmode sam 

ctrlpath cp ssdoverprovisioningoptimization ssdopo 

degradedperformancemode dpo ssdphysicaldrive ssdpd 

drivetype dt stripesize ss 

drivewritecache dwc surfaceanalysiseventnotify saen 

elevatorsort es surfacescandelay ssd 
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キーワード HPE SSA CLIでの 
省略形 

キーワード HPE SSA CLIでの 
省略形 

enclosure enc surfacescanmode ssm 

exitonerror eoe sufacescanpriority sp 

expandpriority ep tapedrive td 

inconsistencyrepairpolicy irp waitforcacheroom wfcr 

licensekey lk - - 

logicaldrive ld - - 

mnpdelay mnpd - - 
 

*CLIでは、このキーワードと省略形を用語box nameおよびRAID array IDにも使用します。 
 

showコマンド 
showコマンドを使用すると、デバイスに関する情報を入手できます。 

構文： 
<target> show [detail]|[status] 

複数のデバイスで構成されるターゲットを指定すると、出力の情報は、通常、1つのデバイスだけをターゲットとし

て指定する場合よりも包括性が低下します。この場合、[detail]パラメーターを使用して、個々のデバイスにつ

いて通常入手できるすべての情報を入手することができます。 

コントローラーターゲットについては、さらに、追加パラメーターconfigを使用できます。このパラメーターは、

次のように使用されます。 
<target controller> show config [detail] 

configパラメーターを使用すると、出力には、コントローラーに接続されている各デバイスの情報が含まれます。 

例1： 
=> ctrl slot=9 show 

一般的な出力は、次のようなものです。 
Smart Array P421 in Slot 9 

Bus Interface: PCI 

Slot: 9 

Serial Number: PBKTV0XTAZZ005 

RAID 6 (ADG) Status: Enabled 

Controller Status: OK 

Hardware Revision: A 

Firmware Version: 0.02-106 

Rebuild Priority: Medium 

Expand Priority: Medium 

Surface Scan Delay: 3 secs 

Surface Scan Mode: Idle 

Queue Depth: Automatic 

Monitor and Performance Delay: 60 min 

Elevator Sort: Enabled 

Degraded Performance Optimization: Disabled 

Inconsistency Repair Policy: Disabled 

Wait for Cache Room: Disabled 
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Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled 

Post Prompt Timeout: 15 secs 

Cache Board Present: True 

Cache Status: OK 

Accelerator Ratio: 10% Read / 90% Write 

Drive Write Cache: Disabled 

Total Cache Size: 1024 MB 

Total Cache Memory Available: 816 MB 

No-Battery Write Cache: Disabled 

Cache Backup Power Source: Capacitors 

Battery/Capacitor Count: 1 

Battery/Capacitor Status: OK 

SATA NCQ Supported: True 

Spare Activation Mode: Activate on drive failure 

Controller Temperature (C): 40 

Cache Module Temperature (C): 0 

Capacitor Temperature  (C): 0 

Boot Controller: True 

Primary Boot Volume: logicaldrive 1 

Secondary Boot Volume: logicaldrive 1 

例2： 
=> ctrl all show 

このターゲットは複数のデバイスで構成されるため、出力は縮小されます。一般的な出力は、次のようなものです。 
MSA1000 at dog (sn: P56350D9IP903J, csn: (9J3CJN71XDCH, wwn: 500805F3000BAC11) 

Smart Array 5312 in Slot 3 (sn: P4AB5X9BFMLNTJ) 

Smart Array 532 in Slot 2 (sn: P44940LDAORS4F) 

例3： 
=> ctrl ch="lab4" show config 

この場合の出力には、ターゲットが1つのデバイスのみで構成されるため、詳細情報が含まれます。一般的な出力は、

次のようなものです。 
MSA1000 at dog (sn: P56350D9IP903J, csn: (9J3CJN71XDCH, wwn: 500805F3000BAC11) 

 
array A (SAS, Unused Space: 20091 MB) 

logicaldrive 1 (219 MB, RAID 6(ADG), OK) 

physicaldrive 1:1:3 (port 1:box 1:bay 3, SAS, 4.3 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:4 (port 1:box 1:bay 4, SAS, 9.1 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:5 (port 1:box 1:bay 5, SAS, 9.1 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:6 (port 1:box 1:bay 6, SAS, 9.1 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:7 (port 1:box 1:bay 7, SAS, 9.1 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:9 (port 1:box 1:bay 9, SAS, ??? GB, failed, spare) 

 
unassigned 

drive 1:1:1 (port 1:box 1:bay 1, SAS, 36 GB, OK) 
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physicaldrive 1:1:2 (port 1:box 1:bay 2, SAS, 36 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:8 (port 1:box 1:bay 8, SAS, 9.1 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:10 (port 1:box 1:bay 10, SAS, 9.1 GB, OK) 

physical 

physicaldrive 1:01:11:00 (port 1:box 1:bay 11, SAS, 9.1 GB, OK) 
 

アプリケーションレイヤーの現在のバージョンの表示 
versionコマンドは、アプリケーションおよび他のソフトウェアレイヤーの現在のバージョンを表示します。 

構文： 
version 

コマンドの例： 
version 

一般的な出力は、次のようなものです。 
HP SSA CLI Version: 1.XX.X.X 
SoulAPI Version: X.X.XX.X 

 

helpコマンド 
CLIでヘルプを表示するには、次のように、CLIのプロンプトでhelpと入力し、1つまたは複数のヘルプ項目を入力

します。 
=> help <item1> [item2] [item3] 

ヘルプ項目には、次のものを指定できます。 

• CLIコマンド（「<command>変数」（59ページ）） 

• HPE SSA CLIキーワードまたはキーワード省略形（「キーワードの省略形」（60ページ）） 

• CLIパラメーター 

• HPE SSAでよく使用される用語（migrate、extend、cacheなど） 

• shorthandという単語（CLIでのキーワードの省略形のリストが表示されます） 

HPE SSAのCLIのヘルプ機能は、ブラウザーの検索エンジンと同様に使用することができ、ヘルプ入力文字列に各

項目を加えることにより、ヘルプの出力テキストの量を減らすことができます。たとえば、help controllerで
は広範囲の情報が表示されますが、help controller removeとすることにより、ヘルプの出力は、removeコ
マンドがコントローラーに適用される方法に関する情報に制限されます。 

 

通常の手順 
以下の各項では、一般的なHPE SSA CLIの手順について説明します。 

 

ブートコントローラーの設定 
この手順は、オフライン環境でのみ使用でき、レガシBIOSブートモードでの起動にのみ適用されます。 

ブートコントローラーは、（電源投入後に）システムがブート可能な論理ドライブまたはボリュームを探す最初の

コントローラーです。コントローラーはデフォルトで最初の論理ドライブから起動します。Hewlett Packard 
Enterpriseは、デフォルト設定は所定の位置のままにしておくことをおすすめします。こうすることにより、ブート

ボリュームまたはコントローラーの交換後に起動する際にエラーになりません。指定されたブートボリュームを割

り当てるには、「ブートボリュームの設定」（64ページ）を参照してください。 

構文： 
<target> modify [bootcontroller=enable|disable] 

ここで、<target>は、ブートボリュームとして設定できるボリュームを持つコントローラーです。 
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コマンドの例： 
controller slot=1 modify bootcontroller=enable 

 

ブートボリュームの設定 
  

 注意：Hewlett Packard Enterpriseは、システムブートエラーを防止するために特定のシナリオでのみ、

ブートボリュームを設定することをおすすめします。 
  

この手順は、オフライン環境でのみ使用でき、レガシBIOSブートモードでの起動にのみ適用されます。 

ブートボリュームは、OSおよびそのサポートファイルを含んでいるボリュームです。ブートボリュームが正しく動

作するには、ブートコントローラーからアクセスできる必要があります。「ブートコントローラーの設定」（63ペー

ジ）を参照してください。 

シナリオ：ブート可能なボリュームに論理ドライブ2が割り当てられ、非ブート可能論理ドライブが論理ドライブ1
として割り当てられる場合、システムエラーを発生させずにブートボリュームを設定できます。 

構文： 
<target> modify [bootvolume=primary|secondary|none] 

ここで、<target>にはコントローラーまたは論理ドライブが入ります。 

コマンドの例： 
controller slot=1 ld 1 modify bootvolume=primary 
controller slot=1 ld 2 modify bootvolume=secondary 
controller slot=1 ld 1 modify bootvolume=none 

 

ターゲットの設定 
特定のターゲットデバイスで複数の操作を実行しなければならない場合、デバイスをCLI操作のデフォルトの

<target>に設定することにより、必要なコマンドを簡素化できます。 

ターゲットを設定した後、<target>を指定せずにCLIに入力するコマンドが自動的にset targetに適用されます。他

のデバイスで操作を実行する必要がある場合も、任意の時点で通常どおりにその操作にそれぞれ<target>を指定

して、同様の設定を実行します。set targetを変更したり、完全に消去したりすることもできます。set targetはCLI
を閉じると、自動的に消去されます。 
  

 重要：バッチファイルのスクリプトでは、set targetを使用できません。 

  

構文： 
set target <target> 

ここで、<target>にはコントローラー、アレイ、または論理ドライブが入ります。 

コマンドの例： 
=> set target ctrl slot=3 
=> clear target 

通常のシナリオ 

最初に次のようにtargetを設定します。 
=> set target ctrl ch="Lab 4" 
=> show target 
 
controller chassisname="Lab 4" 

設定されたset targetコマンドがどのように機能するかの例として、このコントローラーのアレイAのステータスを

確認します。 
=> array A show 
MSA1000 at Lab 4 

array A 
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Interface Type: SAS 

Unused Space: 7949 MB 

Status: OK 

コントローラーは現在set targetであるため、指定する必要はありません。 

ここで、ターゲットをクリアして、再設定し、新しいset targetに必要ないくつかのコマンドを入力します。 
=> clear target 
=> set target ctrl slot=3 
=> array A add drives=1:7,1:8,1:9 
=> array B add spares=1:10,1:11 
=> ctrl slot=4 ld 3 modify ss=64 
=> modify rp=high 

このシーケンスには、説明のために別のターゲット（スロット4のコントローラー）のコマンドが含まれています。

シーケンス内の次のコマンド（再構築優先順位を変更するためのコマンド）は、スロット4のコントローラーでなく、

スロット3のコントローラーに適用されます。これは、このコマンドが再構築優先順位に<target>を指定せず、代

わりにデフォルトのset targetが代わりに使用されるためです。 
 

デバイスの確認 
ターゲットデバイス上のLEDを点滅させるコマンドを入力して、デバイスを識別できます。1時間後にLEDの点滅が

止まります。offコマンドを入力してLEDの点滅を止めることもできます。 

構文： 
<target> modify led=on|off 

コマンドの例： 
=> ctrl ch="Lab 4" modify led=on 
=> ctrl ch="Lab 4" array A modify led=off 

 

ターゲットデバイスの削除 
構文： 

<target> delete [forced] 

ここで、<target>にはコントローラー、アレイ、論理ドライブが入ります。コントローラーの場合を除いて、同

種のデバイスであればallキーワードを使用して複数のドライブを同時に削除できます。 

ターゲットデバイスを削除すると、データが消失する可能性があるため、forcedパラメーターを含めない限り、画

面に警告プロンプトが表示されます。 

コマンドの例： 
=> ctrl ch="Lab 4" delete forced 
=> ctrl slot=3 ld all delete 

 

診断レポートの生成 
Hewlett Packard Enterpriseは、管理者が診断情報を生成するために、3つのHPE SSA形式すべてとスタンドアロン

のHPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLIなど、いくつかの方法を提供しています（119ページ）。 

VMware ESX 5.xの場合、診断レポートは別の方法で生成され、VMware vSphere CLIを使用して別のユーティリティ

SSADUESXIを実行する必要があります。詳しくは、『HPE VMware Utilities User Guide』を参照してください。 

HPE SSA CLIでは、diagコマンドにより、システム上の指定されたコントローラーまたはすべてのコントローラー

に関する診断情報が出力されます。ssdrptオプションは、SmartSSD Wear Gaugeレポートを生成します。 

構文 
<target> diag <file=filename> [ris=on|off] [ssdrpt=on|off] [xml=on|off] [zip=on|off] 
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ここで、次のように指定します。 

• <target>は1つまたはすべてのコントローラーです。 

• <file=filename>は診断情報が保存されるターゲットファイルを指します。 

• [ris=on|off]はRIS情報を含むかどうかを決定します。offの値は下位互換性のために提供され、無視され

ます。 

• [ssdrpt=on|off]は、SmartSSD Wear Gaugeレポートを生成するか生成しないかを指定します。デフォル

トはoffです。 

• [xml=on|off]は診断情報をフォーマットされたXMLで出力します。offの値は下位互換性のために提供され、

無視されます。 

• [zip=on|off]は出力をzipファイルに圧縮します。デフォルトでは圧縮されません。offの値は下位互換性

のために提供され、無視されます。 

コマンドの例 
ctrl all diag file=c:\allcontrollers.zip 
ctrl slot=4 diag file=c:\ctrl_slot4.zip 
ctrl ch="mybox" diag file=mybox.zip ssdrpt=on 

 

物理ドライブの消去 
G8およびGen9コントローラーの場合 

構文： 

ドライブの消去プロセスを開始するには、次のようにします。 
<target> modify [erasepattern= 
zero|random_zero|random_random_zero|crypto|block|overwrite] 
[unrestricted=on|off] 
 

ここで、 

• targetは、任意の有効な物理ドライブです。 

• blockは、SSDのみを対象にしています。 

• overwriteは、HDDのみを対象にしています。 

• crypto（実装されている場合）は、SSDとHDDの両方を対象にしています。 

ドライブの消去プロセスを停止するには、次のようにします。 
<target> modify [stoperase] 

ここで、 

• targetは、任意の有効な物理ドライブです。 

• stoperaseは、zero、random_zero、およびrandom_random_zero消去パターンにのみ適用されます。 

• crypto、block、またはoverwriteドライブ消去プロセスは停止できません。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 physicaldrive 1e:1:1 modify enableerasedrive 
=> ctrl slot=3 physicaldrive 1e:1:1 modify erase erasepattern=zero 
=> ctrl slot=3 pd 1e:1:1 modify stoperase 
=> ctrl slot=3 physicaldrive 1e:1:1 modify erase erasepattern=crypto unrestricted=on 



 

操作 67 

G6およびG7コントローラーの場合 

構文： 
<target> modify [enableerasedrive] 

ここで、targetは、任意の有効な物理ドライブです 

ドライブの消去プロセスを開始するには、次のようにします。 
<target> modify [erasepattern=zero|random_zero|random_random_zero] 

ここで、targetは、任意の有効な物理ドライブです 

ドライブの消去プロセスを停止するには、次のようにします。 
<target> modify [stoperase] 

ここで、targetは、任意の有効な物理ドライブです 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 physicaldrive 1e:1:1 modify enableerasedrive 
=> ctrl slot=3 physicaldrive 1e:1:1 modify erase erasepattern=zero 
=> ctrl slot=3 pd 1e:1:1 modify stoperase 

 

システムの再スキャン 
再スキャンにより、前回の再スキャンまたはHPE SSA CLIの開始（最後に行われたどちらか）以降、システムに追

加されたデバイスが検出されます。 

構文： 

HPE SSA CLIのプロンプトで、ターゲットデバイスまたはパラメーターなしで、単語rescanを直接入力します。 

コマンドの例： 
=> rescan 

 

ライセンスキーの入力または削除 
特定のコントローラーモデルだけで使用できる一部の高度な構成作業は、コントローラーにソフトウェアをインス

トールし、ライセンスキーを登録してソフトウェアをアクティブにしないと実行できません。 

構文： 
<target> add [lk=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx] 

ここで、targetは、任意の有効なコントローラーです。ハイフンはオプションです。 

ライセンスキーを削除するには、標準のdeleteコマンドを使用しますが、targetとしてライセンスキー（コントロー

ラーでなく）を使用します。 
<target> delete 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=5 lk=12345-65432-78787-43434-24680 delete 
=> ctrl slot=4 add lk=9876543210222224444466666 

 

コントローラーのビデオ性能の最適化 
一部のコントローラーモデルでは、コントローラーのビデオ性能を最適化できます。 

この機能をSmartアレイG6またはG7コントローラーで使用するには、登録済みSAAP（「SAAPについて」（137ペー

ジ）のライセンスキーが必要です。 

構文： 
<target> modify dpo=enable 
<target> modify elevatorsort=disable 
<target> modify irp=enable 
<target> modify queuedepth=automatic 
<target> modify mnpd=60 

ここで、targetは、任意の有効なコントローラーです。 
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また、queuedepthパラメーターには2～32の数値、mnpdパラメーターには0（無効）～60の数値を指定できます。 

ビデオ性能の最適化機能を無効にするには、2番目のコマンド例に示すように、上記のdisableとenableを逆に設定

し、queuedepthをautomaticに設定し、mnpdを0に設定します。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=5 modify dpo=enable 
=> ctrl slot=5 modify elevatorsort=disable 
=> ctrl slot=5 modify irp=enable 
=> ctrl slot=5 modify queuedepth=16 
=> ctrl slot=5 modify mnpd=25 
 
=> ctrl slot=3 modify dpo=disable 
=> ctrl slot=3 modify elevatorsort=enable 
=> ctrl slot=3 modify irp=disable 
=> ctrl slot=3 modify queuedepth=automatic 
=> ctrl slot=3 modify mnpd=0 

 

論理ドライブの作成 
構文： 

<target> create type=ld [parameter=value] 

<target>は通常コントローラーですが、既存のアレイで追加の論理ドライブを作成している場合は、アレイを指

定できます。 

アレイに割り当てられていない物理ドライブのグループ上で論理ドライブを作成する場合は、最初にアレイを構築

する必要はありません。CLIでは、GUIの場合とは異なり、アレイは、論理ドライブと同時に自動的に作成されます。 

論理ドライブを作成する際に使用される標準のパラメーターを次の表に示します。特定のパラメーターを指定しな

い場合、CLIは、適切なデフォルト値を使用します。 
    

パラメーター 受け入れ可能な値 コメント 

drives [#:]#:#,[#:]#:#,...|[#:]#:#–[#:]#:#|a
ll|allunassigned 

デフォルト設定はallです。 

raid 0|1|1adm|1+0|1+0adm|5|50|6|60|? デフォルト設定は、50または60を除

き、コントローラーモデルとドライブ

の数がサポートできる最も高いRAID
レベルです（50または60の設定には、

注意が必要です）。 

numberparitygr
oups 

2|# デフォルト値は2です。 

ss 8|16|32|64|128|256|512|1024|default|? 単位は、KB*です。 
デフォルト設定はRAIDレベルによっ

て異なります。 

size #|min|max|maxmbr|? このパラメーターは、論理ドライブの

推奨サイズを決めます。 
単位はMBです。*  
デフォルト設定はmaxです。 

sectors 32|63|default|? デフォルト設定はオペレーティング

システムによって異なります。 

aa enable|disable|? デフォルト設定はenableです。 

drivetype sas|satalogical|sata|saslogical|paral
lelscsi|ss_sas|ss_sata|? 

- 

 

*これらの単位だけを使用してください。この単位を指定するコマンドに余分なテキストを入力しないでください。 

アレイをターゲットとして指定する場合、ドライブがアレイIDによってすでに暗黙的に定義されているため、

drivesパラメーターを省略できます。この機能は、アレイに属しているドライブを覚えておく必要がないため、コ

マンドをCLIコンソールに直接入力する場合に便利です。ただし、バッチファイルを作成する際は、多くの場合、ア

レイIDを示すよりもアレイに含まれるすべてのドライブを指定する方が簡単です。 
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drivesパラメーターを使用する場合は、各ドライブを個別にリストで指定したり、ドライブの範囲を指定したり、

範囲といくつかの個別のドライブを指定したりすることができます。ドライブの範囲は、ポート、ボックス、およ

びベイで指定できます。個々のドライブを指定する場合は、連続した順番になっている必要はありません。範囲を

指定すると、CLIは、範囲内の使用できないすべてのドライブをターゲットから自動的に排除します（たとえば、す

でにアレイに属しているドライブ、スペアドライブ、容量が小さすぎるドライブ、障害が発生しているドライブな

どは排除されます）。 

アレイIDではなくドライブによって既存のアレイを指定する場合は、指定するすべてのドライブが同じアレイに属

している必要があり、アレイ内のドライブを省略することはできません。 

コマンドの例： 
ctrl slot=5 create type=ld drives=1:0,1:1,1:2,1:3 raid=adg 
ctrl slot=5 create type=ld drives=1:1-1:4 raid=adg 
ctrl slot=5 create type=ld drives=1:7,1:10-2:5,2:8-2:12 raid=adg 
ctrl slot=5 array A create type=ld size=330 raid=adg 

次のコマンドのペアは、同じアレイで2つの論理ドライブ（330 MBおよび450 MB）を作成するためにバッチファイ

ルでdrivesパラメーターを使用する方法を示します。 
ctrl slot=2 create type=ld drives=1:1-1:6 size=330 raid=adg 
ctrl slot=2 create type=ld drives=1:1-1:6 size=450 raid=5 

 

シナリオ例 
2つのアレイを作成する場合を考えます。このうち1つのアレイには2つの論理ドライブが必要で、もう1つのアレイ

には論理ドライブが1つだけ必要です。 

最初に、使用できる物理ドライブとそのプロパティを決めます。 
=> ctrl ch="Lab 4" pd all show 

このシナリオ例の場合、画面の応答は次のようになります。 
MSA1000 at Lab 4 

unassigned 

physicaldrive 1:1:12 (port 1:box 1:bay12, SAS, 36.4 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:13 (port 1:box 1:bay13, SAS, 9.1 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:14 (port 1:box 1:bay14, SAS, 9.1 GB, OK) 

この情報を確認した後、1つの論理ドライブを持つ最初のアレイを作成できます。 
=> ctrl ch="Lab 4" create type=ld drives=1:12 

ここで、アレイが作成されたことを確認します。 
=> ctrl ch="Lab 4" pd all show 

この場合、画面の応答は次のようになります。 
MSA1000 at Lab 4 

array A 

physicaldrive 1:1:12 (port 1:box 1:bay12, Parallel SCSI, 36.4 GB, OK) 

unassigned 

physicaldrive 1:1:13 (port 1:box 1:bay13, Parallel SCSI, 9.1 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:14 (port 1:box 1:bay14, Parallel SCSI, 9.1 GB, OK) 

2番目のアレイを残りの2つの物理ドライブ上に作成します。このアレイを作成する前に、これらのドライブで使用

できるRAIDオプションを確認します。 
=> ctrl ch="Lab 4" create type=ld drives=1:13,1:14 size=300 raid=? 

この場合の応答は次のようになります。 
Available options are: 

0 

1 (default value) 
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ここで、新しいアレイを作成します。 
=> ctrl ch="Lab 4" create type=ld drives=1:13,1:14 size=300 raid=1 

RAIDレベルは、このシナリオで可能な最上位のレベルであり、デフォルトで使用されるため、この例で必ずしも

RAIDレベルを指定する必要はありません。ただし、RAIDレベルは例のようにコマンドに含まれています。 

ここで、アレイが形成されたことを確認します。 
=> ctrl ch="Lab 4" pd all show 

画面の応答は次のようになります。 
MSA1000 at Lab 4 

array A 

physicaldrive 1:1:12 (port 1:box 1:bay12, SAS, 36.4 GB, OK) 

array B 

physicaldrive 1:1:13 (port 1:box 1:bay13, SAS, 9.1 GB, OK) 

physicaldrive 1:1:14 (port 1:box 1:bay14, SAS, 9.1 GB, OK) 

アレイBに2つ目の論理ドライブを作成するには、アレイを指定する（方法A）こともアレイに含まれるすべてのド

ライブを指定する（方法B）こともできます。 
=> ctrl ch="Lab 4" array B create type=ld size=900（方法A） 
=> ctrl ch="Lab 4" create type=ld drives=1:13,1:14 size=900（方法B） 

最後に、論理ドライブがすべて正しく作成されたことを確認します。 
=> ctrl ch="Lab 4" ld all show 
MSA1000 at Lab 4 

array A 

logicaldrive 1 (33.9 GB, RAID 0, OK) 

array B 

logicaldrive 2 (298 MB, RAID 1, OK) 

logicaldrive 3 (896 MB, RAID 1, OK)  
 

論理ドライブの移動 
現在、HPE SSAを使用すると、単一の論理ドライブをアレイ間で移動できます。この機能は、SmartアレイGen8
以降のコントローラーで使用できます。 

論理ドライブを移動する場合、次のいずれかの移動先を選択できます。 

• 既存のアレイ 

• 作成した新しいアレイ 

論理ドライブを既存のアレイに移動するには、次の情報を使用します。 

構文： 
<target> modify [newarray=] 

コマンドの例： 
ctrl slot=1 ld 3 modify newarray=C 
ctrl slot=1 ld 3 modify newarray=?   // shows the available arrays 

論理ドライブを移動し、新しいアレイを作成するには、次の情報を使用します。 

構文： 
<target> modify [drives=[#: ]#:#,[#: ]#:#,[#: ]#:#–[#: ]#:#,...] 

コマンドの例： 
ctrl slot=1 ld 3 modify drives=2e:1:1-2e:1:4 
ctrl slot=1 ld 3 modify drives=?  // shows the available drives 
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drivetypeパラメーターを使用すると、ドライブインターフェイスのタイプを指定できます。複数のドライブタイ

プが存在するときにすべての物理ドライブを選択する場合は、ドライブインターフェイスのタイプを指定する必要

があります。同じアレイまたは論理ドライブで、異なるタイプのドライブを組み合わせることはできません。コン

トローラー上のすべてのドライブが同じタイプの場合、このパラメーターは不要です。 

drivetypeには、次のいずれかの有効なオプションを使用します。 
[drivetype=sas | satalogical | sata | saslogical | parallelscsi | ss_sas | ss_sata 
| ?] 

コマンドの例： 
controller slot=5 ld 1 modify drives=? drivetype=sas 
controller slot=5 array A modify drives=? drivetype=ss_sas 

 

エンクロージャー情報の表示 
enclosureキーワードはshowコマンドの有効なターゲットであり、ストレージエンクロージャー情報を出力します。 

構文： 
enclosure [ all | port:box | serialnumber=xxx ] show [ detail | status ] 

ここで、targetは、任意の有効なストレージコントローラーです。 

コマンドの例： 
controller slot=5 enclosure all show 
controller slot=5 enclosure 4E:1 show detail 
controller slot=5 enclosure serialnumber=UAB123456 show status 

 

SSD物理ドライブの表示 
ssdphysicaldriveキーワードはshowコマンドの有効なターゲットであり、指定したコントローラー上の物理ソ

リッドステートドライブを出力します。 

構文： 
<target> ssdpd all show [detail] 

ここで、targetは、任意の有効なコントローラーです。 

コマンドの例： 
controller slot=5 ssdpd all show 
controller slot=5 ssdpd all show detail 

 

SSD情報の表示 
ssdinfoキーワードは、指定したコントローラー用のソリッドステートドライブの概要を提供します。 

構文： 
<target> show ssdinfo [detail | summary] 

コマンドの例： 
controller slot=1 show ssdinfo 
controller all show ssdinfo 
controller all show ssdinfo detail 
controller all show ssdinfo summary 

 

SSACLIでのSmartキャッシュ 
Smartキャッシュでは、キャッシュ論理ドライブをソリッドステート物理ドライブに作成して既存のデータ論理ド

ライブに関連付け、性能を向上させることができます。 
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Smartキャッシュの有効化： 

ソリッドステートドライブ1e:1:10を使用して既存のデータ論理ドライブ1用に新しいSmartキャッシュアレイを作

成するには、以下のようにします。 
=> ctrl slot=1 create type=ldcache drives=1e:1:10 datald=1 

上記のコマンドにより、「array B」などの新しいSmartキャッシュアレイが作成されます。1台のコントローラーに

存在できるSmartキャッシュアレイは1つだけです。次の例では、既存のデータ論理ドライブ2に既存のSmartキャッ

シュアレイを使用して、追加のキャッシュ論理ドライブが作成されます。 
=> ctrl slot=1 array B create type=ldcache datald=2 

Smartキャッシュの無効化： 

Smartキャッシュを無効にするには、Smartキャッシュを有効化したときに作成されたキャッシュ論理ドライブを削

除する必要があります。どの論理ドライブがキャッシュ論理ドライブかを確認するには、次のようにld all show
コマンドを使用します。 

=> ctrl slot=0 ld all show 

コマンドの実行結果として、どの論理ドライブがSmartキャッシュかが示されます。 
=> ld all show 
Smart Array P421 in Slot 2 
    array A 
        logicaldrive 1 (68.3 GB, RAID 1, OK, cached) 
    SmartCache array B 
        logicaldrive 2 (16.0 GB, RAID 0, OK, SmartCache for Logical Drive 1) 

Smartキャッシュが特定されれば、論理ドライブを削除してSmartキャッシュを無効化できます。 
=> ctrl slot=0 ld 2 delete 

 

HPE SSD Smart Path 
Hewlett Packard Enterprise SSD Smart Pathでは、I/O要求がSmartアレイファームウェアをバイパスし、SSDに直

接アクセスすることができます。このプロセスにより、RAIDレベルすべてにおける読み取りと、RAID 0で書き込み

が高速化されます。 

コントローラーのデバイスドライバーは、次のSmart Pathの適格性要件について各I/O要求を分析します。 

• サポートするRAIDのすべてのレベルにおける読み取り要求 

• RAID 0ボリュームすべてに対する書き込み要求 

• 結果として単一の物理ディスクのI/Oによって満たすことが可能な操作になる、サイズと位置のパラメーター。 

ターゲット： 

ターゲットは任意の有効なコントローラーです。 

コマンドの例： 
controller slot=0 create type=ld size=5000 raid=5 drives=2I:1:2-2I:1:7 
ssddmartpath=enable 
controller slot=0 array a modify ssdsmartpath=disable 

 

パリティの迅速初期化の方法 
パリティ（RAID 5、RAID 6（ADG）、RAID 50、およびRAID 60）を使用するRAIDレベルでは、パリティブロック

を有効な値に初期化する必要があります。バックグラウンドの表面スキャン分析とより高性能な書き込み操作に

よってデータ保護を強化するには、有効なパリティデータが必要です。2つの初期化方法を使用できます。 

• [デフォルト] - 論理ドライブがオペレーティングシステムからアクセス可能なときに、パリティブロックを

バックグラウンドで初期化します。RAIDレベルを下げると、パリティの初期化速度が向上します。 

• [迅速] - データブロックとパリティブロックの両方をバックグラウンドで上書きします。パリティの初期化プ

ロセスが完了するまで、オペレーティングシステムから論理ドライブを認識したり使用したりすることはでき

ません。すべてのパリティグループが並列で初期化されますが、1つのパリティグループ（RAID 5とRAID 6）
の場合のほうが初期化速度が速くなります。高速初期化時にRAIDレベルがシステムの性能に影響することは

ありません。 
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パリティの迅速初期化は、サポートされるコントローラーと、サポートされる物理ドライブで構成されるアレイで

のみ利用できます。 

例：パリティの迅速初期化で論理ドライブを作成する 
=> ctrl slot=3 create type=ld drives=1e:1:1-1e:1:4 parityinitializationmethod=rapid 

 

SSD Over Provisioning Optimization 
ソリッドステートデバイスへのアクセスは、使用されているすべてのブロックを、ドライブにデータを書き込む前

に割り当て解除することによって最適化できます。最適化プロセスは、アレイ内に最初の論理ドライブが作成され

るときや、障害が発生したドライブを置き換えるために物理ドライブが使用されるときに実行されます。一部のコ

ントローラーは、このオプションをサポートしません。 

CLIでは、この機能はデフォルトで無効にされています。 

アレイ内に最初の論理ドライブを作成するとき、ssdoverprovisioningoptimizationパラメーターによって、

パリティの迅速初期化機能をサポートするソリッドステートドライブを初期化することを指定します。有効なオプ

ションは「on」のみです。 

例： 
ctrl slot=1 create type=ld drives=1I:1:1 ssdoverprovisioningoptimization=on 

ctrl slot=1 create type=ld drives=1I:1:2 ssdopo=on 
 

スペアドライブの管理 
1台または複数のオンラインスペアドライブをアレイに割り当てることにより、故障したドライブの交換を延期でき

ます。ただし、アレイ内の論理ドライブのフォールトトレランスレベルを上げることはできません。たとえば、RAID 
5構成の論理ドライブでは、アレイに割り当てられているスペアドライブの数とは関係なく、2台の物理ドライブが

同時に障害状態になると、データは永久に消失します。 

スペアとして使用するドライブは、以下の基準を満たしている必要があります。 

• 割り当てられていないドライブ、または別のアレイのスペアである必要があります。 

• アレイに含まれる既存のドライブと同じタイプ（SATA、SASなど）である必要があります。 

• アレイに含まれる最小のドライブ以上の容量を持っている必要があります。 

構文： 
<target> add spares=[#:]#:#,[#:]#:#,[#:]#:#–[#:]#:#,...|allunassigned [forced] 
 
<target> remove spares=[#:]#:#,[#:]#:#,[#:]#:#-[#:]#:#,...|all  
 

ここで、<target>にはアレイ（またはアレイに含まれる論理ドライブが1つだけの場合は論理ドライブ）が入りま

す。forcedパラメーターを使用すると、どの警告メッセージも表示されません。ドライブ範囲を指定する場合、範

囲内の、上記の基準を満たしていないドライブは使用されません。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 array B add spares=1:6 
=> ctrl slot=4 array all add spares=1:5,1:7 
=> ctrl slot=5 array A add spares=1:1-1:5 
=> ctrl slot=5 array A remove spares=1:1-1:5 

 

スペアのアクティベーションモードの設定 
スペアのアクティベーションモード機能により、コントローラーファームウェアは次の条件でスペアドライブをア

クティブにすることができます。 

• データドライブが障害予測（SMART）ステータスを報告する場合 

• データドライブが故障した場合。このモードがデフォルトです。 
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正常な動作では、また古いコントローラーの場合は、ファームウェアはデータドライブが故障した場合のみスペア

ドライブの再構築を開始します。障害予測アクティベーションモードでは、ドライブが故障する前に再構築を開始

して、さらにドライブが故障すると発生する可能性があるデータ消失を減らすことができます。 

ドライブ障害とドライブ障害予測の間でコントローラー用のスペアのアクティベーションモードを切り替えるには、

spareactivationmodeキーワードを使用します。 

構文： 
<target> modify spareactivationmode=[ failure | predictive ] 

コマンドの例： 
controller slot=1 modify spareactivationmode=predictive 
controller slot=1 modify spareactivationmode=failure 

 

SSACLIでのスペアの管理モード 
スペアタイプキーワードを使用すると、スペアタイプを「専用」または「自動交換」として指定できます。専用の

スペアは、障害が発生したドライブの動作を一時的に引き継ぎ、アレイ間で共有できます。自動交換のスペアは、

障害が発生したドライブを交換し、アレイ間で共有することはできません。 

コマンドの例：  

スペアタイプが自動交換のスペアを追加するには、以下のようにします。 
=> ctrl slot=1 array A add spares=1e:1:5 sparetype=autoreplace 

 

アレイの拡張 
物理ドライブを追加することにより、アレイのストレージ容量を増やすことができます。追加するドライブは、以

下の基準を満たしている必要があります。 

• 割り当てられていないドライブである必要があります。 

• アレイに含まれる既存のドライブと同じタイプ（SATA、SASなど）である必要があります。 

• アレイに含まれる最小のドライブ以上の容量を持っている必要があります。 
  

 重要：アレイの拡張、論理ドライブの拡大、または論理ドライブの移行には1 GB当たり約15分かかり

ます。このプロセスの実行中は、同一コントローラー上で同時にその他の拡張、拡大、または移行を実

行することはできません。バッテリバックアップ式ライトキャッシュをサポートしていないコントロー

ラーは、このプロセスをサポートしません。 
  

構文： 
<target> add drives=[#:]#:#,[#:]#:#,[#:]#:#-[#:]#:#,...|allunassigned [forced] 

ここで、<target>にはアレイ（またはアレイに含まれる論理ドライブが1つだけの場合は論理ドライブ）が入りま

す。forcedパラメーターを使用すると、どの警告メッセージも表示されません。ドライブ範囲を指定する場合、範

囲内の、上記の基準を満たしていないドライブは使用されません。 

RAID 1+0論理ドライブを含むアレイに奇数のドライブを追加する場合は、RAID 1+0論理ドライブをRAID 5または

RAID 6（ADG）に変換することを求めるプロンプトが表示されます。コマンドにforcedパラメーターを追加する

ことにより、このプロンプトが表示されないようにすることができます。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 array A add drives=1:0,1:1 
=> ctrl slot=4 ld 1 add drives=allunassigned 
=> ctrl slot=5 array A add drives=1:1-1:5 

 

アレイの縮小 
一部のコントローラーはこのオプションをサポートしていません。また、この機能を有効にするためにライセンス

キーが必要なコントローラーもあります。 

アレイのサイズを縮小するには、既存のアレイからドライブを削除します。縮小タスクでは、次の条件が守られる

ようにしてください。 
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• 縮小後のアレイに、構成されているすべての論理ボリュームを収納できるだけの十分な容量が必要です。 

• アレイからドライブを削除した結果、ドライブの数が既存の論理ドライブのフォールトトレランス（RAIDレ

ベル）をサポートできなくなる場合、削除はできません。たとえば、4台の物理ドライブとRAID 5論理ドライ

ブを含むアレイがある場合、RAID 5では3台以上の物理ドライブが必要なので、削除できるドライブの数は1
台だけです。 

• アレイにRAID 1+0論理ドライブが含まれる場合、削除するドライブの数は偶数でなければなりません。 

• アレイに複合タイプのRAID（RAID 50またはRAID 60）の論理ドライブが含まれる場合、削除するドライブの

数はパリティグループの数の倍数でなければなりません。たとえば、10台の物理ドライブとRAID 50論理ドラ

イブが含まれるアレイを縮小する場合、削除できるドライブの数は2台または4台だけです。 

構文： 
<target> remove drives=[#:]#:#-[#:]#:# 

ここで、<target>はアレイです。指定した物理ドライブが削除され、指定した名前のアレイが縮小されます。 

たとえば、既存のアレイ（アレイa）で、6台のドライブ（1e：1：4～1e：1：9）が使用中です。すべての条件が満

たされる場合、次のコマンドを使用して最後の2台のドライブを削除することで、アレイを4台のドライブに縮小で

きます。<array a> remove drives=1e:1:8-1e:1:9 

コマンドの例： 
=> array a remove drives=1e:1:12-1e:1:14 
=> array b remove drives=1c:1:6-1c:1:7 

 

アレイの移動 
一部のコントローラーはこのオプションをサポートしていません。また、この機能を有効にするためにライセンス

キーが必要なコントローラーもあります。 

別の物理ドライブグループを指定して、アレイをそのグループに移動できます。アレイを移動するには、アレイの

移動先にする物理ドライブグループの各ドライブが以下の基準を満たしている必要があります。 

• 割り当てられていないドライブである必要があります。 

• ソースアレイに現在含まれる物理ドライブと同じタイプ（SATA、SASなど）である必要があります。 

• 移動先のドライブグループに、ソースアレイに含まれるすべての論理ドライブを収納できるだけの十分な容量

が必要です。 

アレイの移動では、アレイの作成や拡張と同様に、すべてのドライブの使用可能容量が移動先のディスクセットの

中で最小容量の物理ドライブのサイズまで減ります。 

アレイを移動すると、以前に割り当てられていたスペアドライブは自動的に削除されます。既存のアレイにスペアを

割り当てている場合は、移動時に、割り当てているスペアをそのアレイで使うように指定しなおす必要があります。 

構文： 
<target> modify drives=[#:]#:#-[#:]#:# 

ここで、<target>はアレイです。指定されている物理ドライブはこのアレイの新しい移動先です。 

たとえば、既存のアレイに含まれる3台の72 GB SASドライブ（1e:1:4～1e:1:6）がソースドライブとします。また、

別に、同じサイズのスペアドライブ（1e:1:9）があるとします。すべての条件を満たした上でアレイを別の3台の72 
GB SASドライブに移動するには、コマンドで新しい移動先ドライブ（1e:1:12～1e:1:14）を指定します。移動前の

アレイのスペアドライブをそのまま使うには、移動後のアレイで使うスペアドライブとしてそのドライブを指定す

る必要があります。 

コマンドの例： 
=> array a modify drives=1e:1:12-1e:1:14 
=> array b modify drives=1c:1:6-1c:1:7 

 

アレイの交換 
一部のコントローラーはこのオプションをサポートしていません。また、この機能を有効にするためにライセンス

キーが必要なコントローラーもあります。 
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アレイ用に異なる物理ドライブを指定して、アレイを交換することができます。アレイを交換するには、アレイの

移動先にする物理ドライブグループの各ドライブが以下の基準を満たしている必要があります。 

• すべてのターゲットドライブが同じタイプ（たとえば、SATAまたはSAS）でなければなりませんが、ソース

アレイ内のドライブと同じタイプである必要はありません。 

• ターゲットドライブは割り当てられていないドライブである必要はありませんが、割り当てられている場合は、

交換するアレイに割り当てられているドライブでなければなりません。 

• 移動先のドライブグループに、ソースアレイに含まれるすべての論理ドライブを収納できるだけの十分な容量

が必要です。 

アレイの移動では、アレイの作成や拡張と同様に、すべてのドライブの使用可能容量が移動先のディスクセットの

中で最小容量の物理ドライブのサイズまで減ります。 

アレイを交換すると、以前に割り当てられていたスペアドライブは自動的に削除されます。既存のアレイにスペアを

割り当てている場合は、移動時に、割り当てているスペアをそのアレイで使うように指定しなおす必要があります。 

構文： 
<target> modify drives=[#:]#:#-[#:]#:# 

ここで、<target>はアレイです。指定されている物理ドライブはこのアレイの新しい移動先です。 

たとえば、既存のアレイに含まれる3台の72 GB SASドライブ（1e:1:4～1e:1:6）がソースドライブとします。また、

別に、同じサイズのスペアドライブ（1e:1:9）があるとします。すべての条件を満たした上でアレイを別の3台の72 
GB SASまたはSATAドライブに移動するには、コマンドで新しい移動先ドライブ（1e:1:12～1e:1:14）を指定しま

す。移動前のアレイのスペアドライブをそのまま使うには、移動後のアレイで使うスペアドライブとしてそのドラ

イブを指定する必要があります。 

コマンドの例： 
=> array a modify drives=1e:1:12-1e:1:14 
=> array b modify drives=1c:1:6-1c:1:7 

 

自動RAID 0の設定 
自動アレイRAID 0により、指定された各物理ドライブ上に単一のRAID 0ボリュームが作成され、ユーザーは複数の

ドライブを選択してRAID 0として同時に構成できます。各アレイには、1つの物理ドライブと、1つのRAID 0論理ド

ライブが含まれます。RAID 0について詳しくは、「RAID 0—フォールトトレランスなし」（126ページ）を参照し

てください。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=1 create type=arrayr0 drives=allunassigned 

 

論理ドライブの拡大 
オペレーティングシステムが論理ドライブの拡大をサポートしている場合は、アレイ上の未割り当ての容量を利用

して、アレイ上の1つ以上の論理ドライブを拡大できます。 
  

 重要：アレイの拡張、論理ドライブの拡大、または論理ドライブの移行には1 GB当たり約15分かかり

ます。このプロセスの実行中は、同一コントローラー上で同時にその他の拡張、拡大、または移行を実

行することはできません。バッテリバックアップ式ライトキャッシュをサポートしていないコントロー

ラーは、このプロセスをサポートしません。 
  

構文： 
<target> modify size=#|max|?[forced] [forced] 

ここで、<target>には論理ドライブが入ります。 

オペレーティングシステムが論理ドライブの拡大をサポートしていない場合、このコマンドを実行すると論理ドラ

イブ上のデータを使用できなくなります。このため、このようなオペレーティングシステムを使用している場合の

安全対策として、CLIが警告プロンプトを表示します。このプロンプトが表示されないようにするには、forcedパ
ラメーターを使用します。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 ld 1 modify size=max 
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=> ctrl slot=4 ld 1 modify size=? 
=> ctrl slot=3 ld 2 modify size=500 forced  

 

論理ドライブの移行 
このコマンドにより、選択した論理ドライブのストライプサイズ（データブロックサイズ）またはRAIDレベルを調

節できます。詳しくは、「RAID方式の選択」（133ページ）を参照してください。 

移行を実行する前に以下の要因を検討してください。 

• 一部のRAIDレベルの移行を可能にするために、1つ以上のドライブをアレイに追加する必要があることがあり

ます。 

• より大きなストライプサイズに移行する場合、アレイに未使用のドライブ容量が必要になる可能性があります。

移行したアレイでより大きなデータストライプの一部が効率的に利用されていないために、この余分の容量が

必要になります。 
  

 重要：アレイの拡張、論理ドライブの拡大、または論理ドライブの移行には1 GB当たり約15分かかり

ます。このプロセスの実行中は、同一コントローラー上で同時にその他の拡張、拡大、または移行を実

行することはできません。バッテリバックアップ式ライトキャッシュをサポートしていないコントロー

ラーは、このプロセスをサポートしません。 
  

構文： 
<target> modify [raid=0|1+0|1|5|6|50|60|adg|1adm|10adm|?] 
[ss=8|16|32|64|128|256|512|1024|default|?] 

ここで、<target>には論理ドライブが入ります。 

このコマンドには以下の制限が適用されます。 

• 特定の論理ドライブのRAIDレベルとストライプサイズを同時にクエリすることはできません。 

• クエリまたは移行のRAIDレベルを指定しない場合、CLIはデフォルトで既存の値を使用します。 

• ストライプサイズを指定しない場合、CLIは指定するRAIDレベルにデフォルトのストライプサイズ値を使用し

ます。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 ld 1 modify raid=1 
=> ctrl slot=4 ld 2 modify ss=16 
=> ctrl slot=2 ld 3 modify raid=5 ss=16 

 

再構築優先順位の設定の変更 
再構築優先順位の設定により、コントローラーが内部コマンドを処理して、障害が発生した論理ドライブを再構築

する優先度が決まります。 

• 設定を低にすると、再構築よりも通常のシステム動作が優先されます。 

• 設定を中にすると、再構築の時間は半分になり、残りの時間に通常のシステム動作が行われます。 

• 設定を中から高にすると、通常のシステム動作よりも再構築が優先されます。 

• 設定を高にすると、他のすべてのシステム動作よりも再構築が優先されます。 

論理ドライブがオンラインスペアを持つアレイの一部である場合、ドライブに障害が発生すると、自動的に再構築を

開始します。アレイにオンラインスペアがない場合、再構築は故障した物理ドライブが交換されると開始されます。 

構文 
<target> modify rp=high|mediumhigh|medium|low|? 

ここで、<target>にはコントローラーが入ります。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 modify rp=high 
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拡張優先度の設定の変更 
拡張優先度の設定により、コントローラーが内部コマンドを処理して、アレイを拡張する優先度が決まります。 

• 設定を低にすると、アレイの拡張よりも通常の動作が優先されます。 

• 設定を中にすると、拡張の時間が半分になり、残りの時間に通常のシステム動作が行われます。 

• 設定を高にすると、他のすべてのシステム動作よりも拡張が優先されます。 

構文： 
<target> modify ep=high|medium|low|? 

ここで、<target>にはコントローラーが入ります。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 modify ep=high 

 

表面スキャンモードの設定 
surfacescanmodeキーワードは、コントローラーの表面モードを設定します。使用できるモードは、disable、high、
またはidleです。idleモードを指定する場合は、表面スキャン遅延値も指定する必要があります。 

構文： 
<target> modify [ surfacescanmode=disable | idle | high | ? ] 

コマンドの例： 
controller slot=1 modify surfacescanmode=high 
controller slot=1 modify surfacescanmode=disable 
controller slot=1 modify surfacescanmode=idle surfacescandelay=3 

 

表面スキャン遅延時間の変更 
表面スキャンの遅延の設定により、コントローラーに接続された物理ドライブ上で表面スキャン分析が始まる前に

コントローラーを非アクティブにしなければならない時間が決まります。 

表面スキャン分析は、ドライブに障害が発生した場合にデータを回復できるようにする自動的なバックグラウンド

処理です。スキャンプロセスでフォールトトレラントな論理ドライブの不良セクターを確認し、RAID 5またはRAID 
6（ADG）構成では、パリティデータの整合性も確認します。 

構文： 
<target> modify ssm=idle ssd=# 

ここで、<target>はコントローラーが入り、#は1から30までの数値です。この数値により、遅延時間が秒単位で

決まりますが、このコマンドに単位を含める必要はありません。 

コマンドの例： 
=> ctrl sn=P56350D9IP903J modify ssm=idle ssd=3 

 

パラレル表面スキャン 
このコマンドを使用すると、コントローラーのパラレル表面スキャン数を設定することができます。値を「1」にす

るとこの機能は無効になり、最大数値は「16」です。 

ターゲット： 

ターゲットは任意の有効なコントローラーです。 

コマンドの例： 
controller slot=1 modify surfacescanmode=idle surfacescandelay=3 
parallelsurfacescancount=16 
controller slot=1 modify parallelsurfacescancount=16 
ctrl slot=3 modify pssc=16 
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障害が発生した論理ドライブを再度有効にする 
論理ドライブに障害が発生し、論理ドライブ上のデータが無効になったり、回復不能になったりした場合、論理ド

ライブを再度有効にして、データを再使用できるようにすることができます。このプロセスでは論理ドライブの構

造は保持され、データだけが削除されますが、論理ドライブにdeleteコマンドを適用すると、論理ドライブの構造

もデータと同様に削除されます。 

構文： 
<target> modify reenable [forced] 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 ld 1 modify reenable forced 

 

コントローラーキャッシュ比率の変更 
コントローラーキャッシュ比率の設定により、読み出しおよび書き込み操作に割り当てられるメモリの量が決まり

ます。アプリケーションの種類によって、最適の設定も異なります。コントローラーにバッテリバックアップ式

キャッシュがある場合（書き込みキャッシュに使用できるのはバッテリバックアップ式キャッシュだけであるため）、

およびコントローラーに論理ドライブが構成されている場合にのみ、この比率を変更できます。 

構文： 
<target> modify cr=#/#|? 

ここで、<target>にはコントローラーが入り、#/#はread percentage/write percentage形式のキャッシュ

比率です。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 modify cr=25/75 

 

ドライブキャッシュを有効または無効にする 
物理ドライブの書き込みキャッシュをサポートしているコントローラーおよびドライブでは、このコマンドを使用

して、コントローラー上にあるすべてのドライブの書き込みキャッシュを有効または無効にすることができます。 
  

 注意：物理ドライブの書き込みキャッシュはバッテリバックアップ式ではないため、書き込みプロセス

の実行時に電源障害が発生するとデータが消失する場合があります。この危険性を最小限に抑えるため

に、バックアップ電源装置を使用してください。 
  

構文： 
<target> modify drivewritecache=enable|disable|? [forced]  

ここで、<target>にはドライブの書き込みキャッシュをサポートしているコントローラーが入ります。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=5 modify dwc=enable  

 

アレイアクセラレータを有効または無効にする 
コントローラーにアレイアクセラレータがある場合、指定した論理ドライブについて、アレイアクセラレータを無

効または有効にすることができます。 
  

 注：アレイ上の他の論理ドライブのためにアクセラレータキャッシュを確保しておきたい場合は、論理ド

ライブでアレイアクセラレータを無効にしてください。この機能は、他の論理ドライブが最高の性能を持

つようにしたい場合（たとえば、論理ドライブにデータベース情報が入っている場合）に役立ちます。 
  

構文： 
<target> modify aa=enable|disable|? 

ここで、<target>には論理ドライブが入ります。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot=3 ld 1 modify aa=enable 
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スクリプトがエラーで終了できるようにする 
exitonerrorキーワードを使用すると、スクリプトの実行中にエラーが発生した場合に、スクリプトを続行するか、

アプリケーションを終了し、終了コードを返すかを決定できます。exitonerrorを有効にすると、最後のコマンド

ライン入力によってアプリケーションは終了します。 

構文： 

set [exitonerror=enable | disable] 

コマンドの例： 
set exitonerror=enable 
set eoe=disable 
show exitonerror 

 

分割ミラーコマンドの使用 
「splitmirror」コマンドは、元のRAID 1、RAID10、またはADMのミラーボリュームを、個別のRAID0ボリュームに

分割します。またこのコマンドは、ボリュームをADMのRAID1またはRAID10ボリュームに分割したり、ボリュー

ムを再結合するために使用したりすることもできます。オプションで、このコマンドは、新規ボリュームをOSに対

して非表示にします。 

構文 
<target> splitmirror action=[splitwithbackup|remirror|rollback|activatebackup] 

ここで、<target>にはアレイが入ります。 

アクション 

「splitwithbackup」アクションは、1つまたは複数のRAID 1、RAID 1+0、RAID 1（ADM）、またはRAID 10（ADM）

から構成されるアレイを分割し、プライマリアレイとバックアップアレイの2つのアレイを作成します。新しいアレ

イは以下の特性を備えています。 

• 元のアレイにRAID 1またはRAID 1+0ドライブが含まれる場合、プライマリアレイにRAID 0ドライブが含まれ

ます。 

• 元のアレイにRAID 1（ADM）ドライブが含まれる場合、プライマリアレイにRAID 1ドライブが含まれます。 

• 元のアレイにRAID 10（ADM）ドライブが含まれる場合、プライマリアレイにRAID 1+0ドライブが含まれます。 

バックアップアレイには、常にRAID 0論理ドライブが含まれます。プライマリアレイはOSから完全にアクセスで

きますが、バックアップアレイはオペレーティングシステムに対して非表示になります。 

「remirror」アクションはアレイを再ミラー化し、既存のデータを保持します。バックアップアレイは破棄されます。

このオプションを選択すると、元のミラーアレイがプライマリアレイの内容で再作成されます。 

「rollback」アクションはアレイを再ミラー化し、バックアップアレイの内容にロールバックします。既存のデータ

は破棄されます。このオプションを選択すると、ミラーアレイが再作成されますが、その内容は、バックアップア

レイが作成された時点の内容に復元されます。このオプションをオンライン中に実行することや、ロールバックさ

れる論理ドライブがマウントされているかOSによって使用されているときにこのオプションを実行することは、推

奨されません。 

「activatebackup」アクションは、バックアップアレイをアクティブにします。このオプションを選択すると、オ

ペレーティングシステムからバックアップアレイに完全にアクセスできるようになります。ターゲットには、いず

れかの有効な個別のアレイターゲットを指定できます。 

コマンドの例： 
=> ctrl slot= 5 array A splitmirror action=split with backup 
=> ctrl slot= 5 array A splitmirror action=remirror 
=> ctrl slot= 5 array A splitmirror action=rollback 
=> ctrl slot= 5 array A splitmirror action=activatebackup 
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Smartキャッシュライト-バックの有効化 
  

 注意：ライトバックキャッシュ書き込みポリシーを指定すると、キャッシュボリュームに障害が発生し

た場合にデータが失われるおそれがあります。RAID 0キャッシュボリュームを使用する場合、1つのSSD
障害によってデータが失われる場合もあります。 

  

  

 重要：デモライセンスキーが期限切れになると、ライトバックキャッシュ書き込みポリシーで構成され

たSmartキャッシュボリュームがすべてライトスルーに変換されます。この場合、論理ドライブの詳細

ではキャッシュ書き込みポリシーとキャッシュ書き込みポリシー要求に異なる値が示されます。ライセ

ンスを再インストールすると、Smartキャッシュボリュームは元のライトバックキャッシュ書き込みポ

リシーに復元されます。 
  

構文： 
<target>   create [type=ldcache][drives=#:#:#][datald]=# 
           [writethrough|writeback|?] 

ここで<target>には、任意の有効なSSDドライブ、およびデータIDの既存のキャッシュされていない論理ドライ

ブを指定できます。 

コマンドの例： 
   ctrl slot=1 create type=ldcache drives=1i:1:1,1i:1:2 datald=1 
   ctrl slot=1 create type=ldcache drives=1i:1:1,1i:1:2 datald=1 
   writepolicy=writethrough 

 

FLSの管理 
  

 重要：高レベルのFLSを設定すると、一部の要求パターンについてはスループットが失われる可能性が

あります。 
  

この設定は、Flexible Latency Schedulerを制御します。 

構文： 
<target> modify [latency=low|high|disable|?] 

ここで<target>は、Flexible Latency Scheduler機能をサポートする有効な個々のコントローラーのターゲットです。 

コマンドの例： 

<controller slot=5 modify latency=low> 
 

モードの管理 

HBAモード 
  

 重要：HBAモードの有効化によって、物理ドライブがオペレーティングシステムに公開されます。Smart
アレイ構成は利用できません。 

  

構文： 
<target> modify [hbamode=on|off|?] 

ここで<target>は、この機能をサポートする任意の有効なコントローラーです。 

コマンドの例： 
controller slot=1 modify hbamode=on 
ctrl slot=1 modify hbamode=off 

 

RAIDモード 
構文： 

<target> modify [raidmode=on|off|?] 

ここで<target>は、この機能をサポートする任意の有効なコントローラーです。 
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コマンドの例： 
controller slot=1 modify raidmode=on 
ctrl slot=1 modify raidmode=off 

 

電力モード 
  

 重要：節約とパフォーマンスを最適化するために、電力モードを切り替えた後は再起動が必要となる場

合があります。 
  

  

 重要：電力モードがバランスに設定されている場合、その後のコントローラーの構成変更では、パフォー

マンスを最適化するために再起動が必要となる場合があります。 
  

構文： 
<target> modify [powermode=minpower|balanced|maxperformance|?] 

ここで<target>は、この機能をサポートする任意の有効なコントローラーです。 

このコマンドはコントローラーの電源を設定します。 

• minpowerの値は、最小値に設定し、ワークロードに基づいて電力を動的に減らします。 

• balancedの値は、構成に基づいて静的設定を設定し、ワークロードに基づいて電力を動的に減らします（推

奨）。 

• maxperformanceの値は、静的設定を最大値に設定し、動的に電力を減らしません（デフォルト）。 

ターゲットは、電力モード機能をサポートする有効な個々のコントローラーが可能です。 

コマンドの例： 
controller slot=5 modify powermode=balanced 

 

暗号化コマンド 
以下の各項では、HPE SSAと組み合わせて使用される、Secure Encryptionで一般的なCLIコマンドを説明します。

Secure Encryptionを使用するには、別のライセンスが必要です。Secure Encryptionについて詳しくは、『Secure 
Encryptionインストール/ユーザーガイド』を参照してください。 

サポートされているコマンドの完全なリストを表示するには、helpと入力します。 
 

ログインとログアウト 
これらのコマンドにより、Secure Encryptionにログインまたはログアウトすることができます。「Crypto」ユーザー

として、または追加の認可ユーザーとして、暗号化コントローラーにログインします。パスワードがコマンド行で

提供されていない場合、入力を促すプロンプトが表示されます。パスワードのテキストの例は「XXXXXX」で示さ

れます。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 
 

設定 コマンド 

ログインするには、 
次のように設定します。 

=> ctrl slot=7 login user=crypto 
=> ctrl slot=7 login user=crypto password=XXXXXX 
=> ctrl slot=7 login user=user 

ログアウトするには、 
次のように設定します。 

=> ctrl slot=7 logout 
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コントローラー上の暗号の切り替え 
これらのコマンドにより、コントローラーの暗号化を有効化または無効化できます。enableencryptionコマンド

を使用して、パスワードとローカルのマスター暗号化キーを設定してコントローラーを初期化します。暗号化を有

効、または無効にするには、（ローカルまたはリモートの）暗号化モードを変更し、今後のプレーンテキストのボ

リュームの作成を有効、または無効にし、マスターキーを指定する必要があります。 

loginコマンドは、暗号化機能を実行するため、cryptoユーザー、または別のユーザーをシステムで認証するのに

使用されます。 

パスワードおよびマスターキーのテキスト例は「XXXXXX」で示されます。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 

次のコマンドは、暗号化を有効、または無効にするコマンドオプションをすべて表示します。次の表に具体例を挙

げます。 
<target> modify encryption=[on|off] [eula=yes] 
[localkeymanagermode=on|off][mixedvolumes=on|off] 
[masterkey=MASTERKEYSTRING][user=crypto][password=PASSWORD STRING] 

 

設定 コマンド 

暗号の有効化 （最初） => ctrl slot=7 enableencryption encryption=on 
eula=yes masterkey=XXXXXX localkeymanagermode=on 
mixedvolumes=on password=XXXXXX 

暗号の有効化（初期設定後） => ctrl slot=7 modify encryption=on eula=yes 
localkeymanagermode=on 
または 
=>ctrl slot=7 modify encryption=on eula=yes 
localkeymanagermode=off masterkey=XXXXXX 

暗号の無効化  => ctrl slot=7 modify encryption=off 
 

 

高速ローカル暗号化 
このコマンドにより、デフォルト設定での初期暗号化設定を行います。Eula = yesを指定する必要があります。 

ターゲット：暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例：  
=> ctrl slot=1 expresslocalencryption eula=yes 

 

パスワードおよび復旧オプションの設定 
これらのコマンドで、パスワードの設定とパスワードの復旧手段を設定します。 

新しいパスワードの設定 

suserパラメーターを使用して、パスワードの設定対象であるユーザーアカウントを指定します。 

spasswordパラメーターを使用して新しいパスワードを指定します。 

userとpasswordの両パラメーターを現在のuser/passwordに指定し、最初にログインする必要なく単一コマンド

でこの操作を実行できます。 

パスワードのリカバリ設定 

パスワードのリカバリに関する質問と答えをsetrecoveryparamsコマンドで設定します。 

Cryptoパスワードが消失している場合は、recoverpasswordコマンドを使用してリセットすることができます。 

userとpasswordの両パラメーターを現在のuser/passwordに指定し、最初にログインする必要なく単一コマンド

でこの操作を実行できます。 
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ターゲット：暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例 
 

設定   コマンド 

パスワードの設定 => ctrl slot=7 setpasswd suser=crypto spassword=XXXXXX 

パスワードの設定とロ

グインの回避 
=> ctrl slot=7 setpasswd suser=crypto spassword=XXXXXX 
   user=crypto password=XXXXXX 

パスワードリカバリ用

の質問の設定 
=> ctrl slot=7 setrecoveryparams question=[Question 
   string] answer=[Answer string] 

パスワードリカバリ用

の質問の設定とログイ

ンの回避 

=> ctrl slot=7 setrecoveryparams question=[Question 
   string] answer=[Answer string] user=crypto 
   password=XXXXXX 

消失パスワードのリカ

バリ 
=> ctrl slot=7 recoverpassword 
=> ctrl slot=7 recoverpassword answer=[Answer string] 
   password=[New password] 

 
 

-configfileコマンド 

このコマンドでは、key=valueのペアの行が含まれているファイルを読み取るように指定できます。現在は、

password=キーのみが有効です。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 

ssacli ctrl slot=3 login user=crypto -configfile [mypasswordfile].txt 
 

コントローラーパスワードの設定 
次のコマンドは、コントローラーパスワードの設定を変更します。現在ログインしていない場合、user=および

password=パラメーターを使用して、コマンドライン上でユーザー名とパスワードを指定できます。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 
 

設定 コマンド 

コントローラー 
パスワードの設定 

=> controller slot=7 setctrlpasswd spassword=XXXXXX 
=> controller slot=7 setctrlpasswd spassword=XXXXXX 
   user=crypto password=XXXXXX 

コントローラー 
パスワードの削除 

=> controller slot=7 removectrlpasswd 
=> controller slot=7 removectrlpasswd user=crypto 
   password=XXXXXX 

コントローラー 
パスワードの中断 

=> controller slot=7 modify ctrlpasswd=suspend 

コントローラー 
パスワードの再開 

=> controller slot=7 modify ctrlpasswdstate=resume 
=> controller slot=7 modify ctrlpasswdstate=resume 
   user=crypto password=XXXXXX 
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プレーンテキストの論理ドライブのエンコード 
このコマンドを使用すると、既存のプレーンテキストの論理ドライブをエンコードすることができます。現在ログ

インしていない場合、user=およびpassword=パラメーターを使用して、コマンドライン上でユーザー名とパス

ワードを指定できます。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 
=> controller slot=7 array A encode 
=> controller slot=7 ld 1 encode preservedata=yes 
=> controller slot=7 ld 1 encode preservedata=no 
=> controller slot=7 ld 1 encode preservedata=yes user=crypto password=XXXXXX 

 

暗号化キーコマンド 
loginコマンドは、暗号化機能を実行するため、cryptoユーザー、または別のユーザーをシステムで認証するのに

使用されます。 

パスワードおよびマスターキーのテキスト例は「XXXXXX」で示されます。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 
 

設定 コマンド 

マスターKeyCache
の設定 

controller slot=7 setmasterkeycache masterkeycache=[on|off] 
[retrycnt=##] [retryinterval=##] [user=crypto][password=XXXXXX] 

キーの再スキャン controller slot =7 rescankeys 

コントローラーま

たは論理ドライブ

のキーの変更 （複

数のシナリオ） 

controller slot=7 rekey 
controller slot=7 array A rekey 
controller slot=7 ld # rekey 
controller slot=7 ld # rekey user=crypto password=XXXXXX 
controller slot=7 ld all rekey 

キーのインポート controller slot=7 import 
masterkey=[XXXXXX][user=crypto][password=XXXXXX] 

マスターキーの設

定または変更 
controller slot=7 setmasterkey masterkey=XXXXXX 

 
 

揮発性キーの管理 
揮発性の暗号化キー 

このコマンドを使用すると、指定した論理ドライブ用の揮発性の暗号化キーをオンまたはオフにすることができま

す。揮発性キーの制御ができるのは、cryptoユーザーがログインしているときだけです。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効な論理ドライブならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 
controller slot=7 create type=ld drives=1e:1:1 volatileencryptionkeys=on 
ctrl slot=7 ld 1 modify volatileencryptionkeys=on 
ctrl slot=7 ld 1 modify volatileencryptionkeys=off 
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揮発性の暗号化キーの操作 

このコマンドは、揮発性のキーの操作を設定します。このコマンドのオプションはbackup、restore、removeです。 

ターゲット：  

暗号化をサポートする有効な論理ドライブならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例：  
controller slot=7 ld 1 modify volatileencryptionkeyaction=backup 
ctrl slot=7 ld 1 modify volatileencryptionkeyaction=restore 
ctrl slot=7 ld 1 modify volatileencryptionkeyaction=remove 

 

暗号化キーマネージャー認証 
このコマンドを使用すると、ブート時にコントローラーパスワードの入力を回避することができます。 

userとpasswordの両パラメーターを現在のuser/passwordに指定し、最初にログインする必要なく単一コマンド

でこの操作を実行できます。 

このコマンドでは、続行する前に次の設定が適切に行われている必要があります。 

• HPE Secure Encryptionは、リモートキー管理モードで実行するように構成する必要があります。 

• 起動時のコントローラーのパスワードを設定する必要があります。 

• ローカルキーキャッシュが有効になっている必要があります。そのとき、アクセス試行数は0より大きい値に

設定されている必要があります。 

• 暗号化オフィサー、または他のユーザーがログインする必要があります。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 
=> controller slot=7 modify keymanagerauthentication=on 
=> controller slot=7 modify keymanagerauthentication=on user=crypto password=XXXXXX 

 

インスタント完全消去 
このコマンドを使用すると、直ちにかつ安全に、暗号化された論理ドライブを消去することができます。 

userとpasswordの両パラメーターを現在のuser/passwordに指定し、最初にログインする必要なく単一コマンド

でこの操作を実行できます。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 
=> controller slot=7 ld 1 modify instantsecureerase 
=> controller slot=7 ld 1 modify instantsecureerase user=crypto password=XXXXXX 

 

ファームウェアロックの切り替え 
このコマンドを使用すると、ファームウェアをロックしたり、ロックを解除したりすることができます。 

ファームウェアがロックされていると、フラッシュすることはできません。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 
=> controller slot=7 modify fwlock=[on|off] 
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ボリュームのロック解除 
このコマンドを使用すると、コントローラーのパスワードが原因でロックされている暗号化ボリュームのロックを

解除することができます。ブート時にコントローラーの正しいパスワードを入力できないと、ロックが解除される

まで、暗号化されたボリュームにアクセスできなくなります。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 
=> controller slot=7 modify unlockvolumes ctrlpassword=XXXXXX 

 

暗号化構成のクリア 
このコマンドは暗号化構成をクリアします。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 
=> controller slot=7 clearencryptionconfig 

 

EULAの表示 
このコマンドを使用すると、エンドユーザーライセンス契約書を表示することができます。 

ターゲット： 

暗号化をサポートする有効なコントローラーならどれでもターゲットにすることができます。 

コマンドの例： 
controller slot=7 show eula 

 

HPE SSAスクリプティングの使用 
使用できるいずれかの方法でHPE SSAにアクセスします。 

• オフライン環境でのHPE SSAへのアクセス（10ページ） 

• オンライン環境でのHPE SSAへのアクセス（14ページ） 

HPE SSAスクリプティングアプリケーションには、次の2つのスクリプト作成モードがあります。 

• 構成を取得するためのCaptureモード（87ページ） 

HPE SSAは、サーバーに接続されている内蔵および外付のすべてのアレイコントローラーの構成を調べて、

この構成を記述するスクリプトファイルを作成します。 

• 入力スクリプトを使用するためのInputモード（88ページ） 

HPE SSAは、指定されたスクリプトファイルに記述されているアレイ構成を読み出します。「HPE SSAスク

リプトファイルの作成」（88ページ）を参照してください。次に、HPE SSAは、この構成をターゲットシス

テムに適用します。 
 

構成の取得 
システムの構成を取得するには、システムコマンドラインプロンプトに、次のコマンドを入力します。 

ssascripting -c FILENAME [-internal | -external] -e FILENAME  

-cスイッチの情報を入力すると、取得ファイル名を指定できます。取得ファイル名はオプションです。取得ファイ

ルを指定しなかった場合、HPE SSAはデフォルトの取得ファイルにssaoutput.iniという名前を付け、これを

HPE SSAの作業ディレクトリに配置します。 
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-internalを設定すると内蔵コントローラーに、-externalを設定すると外付コントローラーに取得が制限され

ます。 

-eスイッチの情報は、HPE SSAがエラーファイルを生成する必要がある場合のみ使用されます。エラーファイル名

はオプションです。デフォルトでは、HPE SSAはエラーファイルにerror.iniという名前を付け、これをHPE SSA
の作業ディレクトリに配置します。 

 

入力スクリプトの使用 
入力スクリプトを使用してシステムを構成または再構成するには、まず、適合するHPE SSAスクリプトを確認する

か、「HPE SSAスクリプトファイルの作成」（88ページ）を参照します。 

次に、システムコマンドラインプロンプトに、次のコマンドを入力します。 
ssascripting -i FILENAME [-internal | -external] [-reset] -e FILENAME 

-iスイッチの情報には、使用する入力ファイルを指定します。 

-internalを設定すると内蔵コントローラーに、-externalを設定すると外付コントローラーに構成操作が制限

されます。 

-resetフラグは、すべての既存データを破壊し、スクリプトで指定された構成で現在の構成を上書きします。 

-eスイッチの情報を使用すると、ユーザーはエラーファイルの名前を変更できます。デフォルトでは、HPE SSA
はエラーファイルにerror.iniという名前を付け、これをHPE SSAの作業ディレクトリに配置します。 

 

HPE SSAスクリプトファイルの作成 
有効なHPE SSAスクリプトファイルを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。 

• カスタム入力スクリプトの例（89ページ）を修正します。 

• 構成を取得するため取得ファイル（87ページ）を作成します。 

HPE SSAがロードされている任意のサーバーから取得ファイルを作成し、必要に応じて、ターゲットシステ

ムに合わせてファイルのオプションの値を変更することができます。この方法は、標準の構成を、同様のスト

レージリソースを持つ複数のサーバーに適用する場合に便利です 

• オリジナルのスクリプトを作成します。 

HPE SSAスクリプトファイルのテキストの各行は、option=valueという書式で、大文字と小文字の区別はあり

ません。可能なオプションの値と、有効なスクリプトが持つ必要のある最小構成については、「カスタム入力

スクリプトの例」（89ページ）を参照してください。 

空白行やコメントを任意のスクリプトに追加して、読みやすく、理解しやすいものにすることができます。コメン

トを作成するには、セミコロンの後にコメントテキストを入力します。HPE SSAでは、同じ行内にあるセミコロン

の後のすべてのテキストが無視されます。 
 

スクリプトファイルの要件 
HPE SSAスクリプティングによって使用されるスクリプトファイルは、アレイコントローラーの構成に必要なオプ

ションおよびパラメーターを含むテキストファイルです。正しく実装するために、スクリプトは以下のガイドライ

ンに従う必要があります。 

• オプションおよびパラメーターの順番は重要です。オプションは、制御>コントローラー>アレイ>論理ドライ

ブという順序で読み込む必要があります。 

• スクリプトファイルの各行は、option=valueという形式か、左側をブランクにして書き込みます。 

• HPE SSA スクリプティングでは大文字と小文字が区別されませんが、「 CHASSISNAME 」、

「CONNECTIONNAME」、および「HOSTMODE」オプションについては例外です。 
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• スクリプトファイル内のコメントについてはセミコロンを使用します。行の先頭文字がセミコロンの場合、

HPE SSAスクリプティングは次の行までのすべての内容を無視します。 

• 一部のスクリプトオプションを使用するには、有効なライセンスキーのインストールが必要です。 
 

カスタム入力スクリプトの例 
この項のスクリプトの例では、各オプションで設定可能なすべての値を示します。 

• 自分でスクリプトを作成する場合、太字で示されているオプションには、必ず、値を入力してください。 

• すべてのコントローラーおよびファームウェアでデフォルトのオプションを使用できるわけではありません。 

このスクリプトは、実際のスクリプトのテンプレートとして使用できます。 
Action = Configure|Reconfigure 
Method = Custom 
Controller = All|Slot [N][:N] | WWN [N] | First | SerialNumber [N] | IOCabinet [N],IOBay 
[N],IOChassis [N],Slot [N],Cabinet [N],Cell [N] 

ClearConfigurationWithDataLoss = Yes|No |Forced 
LicenseKey = XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 

DeleteLicenseKey = XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 

ReadCache = 0|10|20|25|30|40|50|60|70|75|80|90|100 

WriteCache = 0|10|20|25|30|40|50|60|70|75|80|90|100 

RapidParityInitalization = Enable|Disable 

RebuildPriority = Low|Medium|Mediumhigh|High  

ExpandPriority = Low|Medium|High 

SurfaceScanDelay = N 

SurfaceScanDelayExtended = N 

SurfaceScanMode = Idle|High|Disabled 

MNPDelay = 0..60 

IRPEnable = Enable|Disable 

DPOEnable = Enable|Disable 

ElevatorSortEnable = Enable|Disable 

QueueDepth = 2|4|8|16|32|Automatic 

DriveWriteCache = Enable|Disable 

NoBatteryWriteCache = Enable|Disable 
PreferredPathMode = Auto|Manual 

BootVolumePrimary = Logical Drive Number|None 

BootVolumeSecondary = Logical Drive Number|None 

HBAMode = Enable|Disable 

PowerMode = MinPower|Balanced|MaxPerformance 

Latency = Disable|Low|High 

 

; Array Options 

; There can be multiple array specifications in the file 

Array = A|B|C|D|E|F|G|...Z|AA|AB|AC... | Next 

Drive = Port:ID... | Box:Bay... | Port:Box:Bay,... | N | * 

OnlineSpareMode = Dedicated | AutoReplace 

OnlineSpare = Port:ID,... | Box:Bay,... | Port:Box:Bay | None | N 

SplitMirror = SplitWithBackup|Rollback|Remirror|ActivateBackup 
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; Caching Array Options 

; There can be only one Caching Array specification in the file 

CachingArray = A|B|C|D|E|F|…Z|AA|AB|AC… 
Drive = Port:ID,... | Box:Bay,... | Port:Box:Bay,... 
 

; Logical Drive Options 

; There can be multiple logical drive specifications in the file 

; The maximum strip size depends on the number of drives in an array and the size of 
the controller cache 

LogicalDrive = 1|2|3… max Volumes | Next 
Repeat = 0… max Volumes 

RAID = 0|1|10|5|6|ADG|50|60 

Size = N|Max|MAXMBR 

SizeBocks = N 

NumberOfParityGroups = N 

Sectors = 32|63 

StripSize = 8|16|32|64|128|256|512|1024 

ArrayAccelerator = Enable|Disable 

SSDOverProvisioningOptimization = Enable|Disable 

OPTIONAL: Renumber = N 

OPTIONAL: SetBootVolumePrimary = Enable 

OPTIONAL: SetBootVolumeSecondary = Enable 

 

; Caching Logical Drive Options 

CachingLogicalDrive = 1|2|3… max Volumes/2 
RAID = 0|1 ;FW and Controller dependent 

Size = N 

CachedLogicalDrive = Logical Drive Number 

 
 

カスタム取得スクリプトの例 
HPE SSAスクリプティングを取得モードで実行すると、サーバー上のすべてのアレイコントローラーの構成が、1
つの取得ファイルに取得されます。取得ファイルは、わずなか編集を行うことで、構成を他のアレイコントローラー

に複製するために入力モードで使用できます。 

「–internal」または「–external」のコマンドラインスイッチを使用することで、取得するコントローラーを効果的

にフィルター処理できます。たとえば「–external」スイッチを使用すると、ホストコンピューター内部のすべての

コントローラーは出力ファイルに取得されません。 

例：  

; Date captured: Wed Jan 15 15:33:14 2014 
; Version: 1:60:0:5 

Action= Configure 
Method= Custom 

; Controller Specifications 
; Controller HP Smart Array P800, Firmware Version 5.20 
Controller= Slot 9 
ReadCache= 25 
WriteCache= 75 
RebuildPriority= Medium 
ExpandPriority= Medium 
SurfaceScanDelay= 3 
DriveWriteCache= Disabled 
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MNPDelay= 60 
IRPEnable= Disabled 
DPOEnable= Disabled 
ElevatorSortEnable= Enabled 
QueueDepth= Automatic 
; Unassigned Drives 
; 2E:2:1 (300 GB), 2E:2:8 (146 GB), 2E:2:9 (146 GB), 2E:2:10 (146 GB), 2E:2:11 (300 GB), 
2E:2:12 (300 GB), 2E:2:13 (146 GB), 2E:2:14 (146 GB), 2E:2:15 (146 GB), 2E:2:16 (146 GB), 
2E:2:17 (146 GB), 2E:2:18 (146 GB) 

; Array Specifications 
Array= A 
; Array Drive Type is SAS 
; 2E:1:1 (146 GB) 
Drive= 2E:1:1 
OnlineSpare= No 

; Logical Drive Specifications 
LogicalDrive= 1 
RAID= 0 
Size= 139979 
Sectors= 32 
StripeSize= 128 
ArrayAccelerator= Enabled 

 

暗号化スクリプトの例 

暗号化の初期構成 
コントローラーが新しく未構成である場合、またはユーザーが「EncryptionClearConfig」コマンドを実行して暗号

化構成を削除した後にコントローラーを初めて使用する前に、ユーザーは暗号化パラメーターを初期化する必要が

あります。 
Action= Configure 
Method= Custom 

Controller= SLOT 1 

 

AcceptEULA=yes 

EncryptionCryptoPasswordSet=Password.12345 

EncryptionMasterKey= MyKeyName 

EncryptionKeyManager= Local 

AllowPlainText= True 

Encryption= Enable 

 

EncryptionUserPasswordSet= UPassword.9995  ; optional 

ControllerPassword= MyBootTimePasswd  ; optional 

Firmwarelock= On     ; optional 

EncryptionRecoveryQuestion=This is my question ; optional 

EncryptionRecoveryAnswer=This is my answer ; optional 

 
 



 

操作 92 

暗号化の構成 
コントローラーの暗号化設定を構成した後、HPE SSAスクリプティングを使用して、一部の暗号化パラメーターを

変更できます。変更される実際のパラメーターは、コントローラーの機能と、コントローラーファームウェアのバー

ジョンによって異なります。 
Action= Reconfigure 
Method= Custom 

Controller= SLOT 1 

 

; first, log in 

EncryptionUser= crypto 

EncryptionPassword= Password.12345 

 

; now change the parameters 

FirmwareLock = Off 

AllowPlainText= false 

ボリュームを作成するとき、追加のボリュームオプションを設定して、ボリュームを暗号化するかプレーンテキス

トにするかを決定できます。この機能を使用するには、最初にCrypto Officerユーザーとしてログインする必要があ

ります。デフォルトでは、ボリュームは暗号化されます。 
Action= Configure 
Method= Custom 

Controller= SLOT 1 

 

EncryptionUser= crypto 

EncryptionPassword= Password.12345 

 

Array= A 

Drives= 1 

LogicalDrive= 1 

RAID= 0 

PlainText= Enable 

この例では、既存のプレーンテキストボリュームを暗号化テキストに変換し、データは保持されません。 
Action= Reconfigure 
Method= Custom 

Controller= SLOT 1 

 

EncryptionUser= crypto 

EncryptionPassword= Password.12345 

 

Array= A 

LogicalDrive= 1 

Encode= DestroyData 

 
 

スクリプトファイルオプション 
HPE SSAスクリプトファイルのオプションは、次のカテゴリに分類されます。 

• 制御カテゴリ（94ページ） 

• コントローラーカテゴリ（94ページ） 

• アレイカテゴリ（98ページ） 
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• 論理ドライブカテゴリ（101ページ） 

各カテゴリには、複数のスクリプティングオプションがありますが、すべてのオプションに値を割り当てる必要が

あるとは限りません。HPE SSAがデフォルト値を使用できる場合や、列挙されているオプションが特定の構成やス

クリプトモードに対して適切でない場合があります。 

各カテゴリのオプションを次の表に示します。各カテゴリのオプションについては、この項で後ほど詳しく説明し

ます。 
     

カテゴリ オプション 説明 

制御 Action 
Method 

これらのオプションは、HPE SSAがスクリプトを処理し

構成を作成する際のHPE SSAの全体的な動作を定義しま

す。スクリプトファイルでは、制御オプションは1回だけ

記述でき、最初に定義される必要があります。 

コントロー

ラー 
Controller 
CacheState 
ClearConfigurationWithDataLoss 
DeleteLicenseKey 
DPOEnable 
DriveWriteCache 
ElevatorSortEnable 
ExpandPriority 
HBAMode 
IRPEnable 
Latency 
LicenseKey 
MNPDelay 
NoBatteryWriteCache 
ParallelSurfaceScanCount 
PowerMode 
PreferredPathMode 
QueueDepth 
RaidArrayId 
ReadCache 
RebuildPriority 
SurfaceScanDelay 
SurfaceScanDelayExtended 
SurfaceScanMode 
WriteCache 

このカテゴリのオプションは、構成されるコントローラー

（または構成が取得されたコントローラー）を指定します。

スクリプト内のこのセクションでは、Controllerオプション

を最初に記述しなければなりませんが、このカテゴリの他

のオプションはどの順序で記述してもかまいません。 
1つのスクリプトファイルを使用してシステムのすべての

コントローラーを構成することができます。また、複数の

コントローラーを同じ構成にすることも、個別に構成する

こともできます。各コントローラーの構成を個別に定義す

る場合は、1つのコントローラーとそのアレイ、および論

理ドライブのオプションに値を入力してから、他のコント

ローラーのオプションの値を指定してください。 

アレイ Array 
ArrayR0 
Drive 
DriveType 
Join 
OnlineSpare 
Split 

これらのオプションは、スクリプト内の前のセクションで

指定されたコントローラー上で構成されるアレイに関す

るものです （前のセクションでコントローラーが指定さ

れていない場合、HPE SSAはスクリプトの処理を停止し、

エラーファイルを生成します）。スクリプト内のこのセク

ションでは、Arrayオプションを最初に記述しなければな

りませんが、このカテゴリの他のオプションはどの順序で

記述してもかまいません。 

論理ドライブ ArrayAccelerator 
LogicalDrive 
NumberOfParityGroups 
PreferredPath 
RAID 
Renumber 
Repeat 
ResourceVolumeOwner 
Sectors 
ShrinkSize 
Size 
SizeBlocks 
StripSize 
StripeSize 

これらのオプションは、スクリプト内の前のセクションで

指定されたアレイ上で構成される論理ドライブに関する

ものです （前のセクションでアレイが指定されていない

場合、HPE SSAはスクリプトの処理を停止し、エラーファ

イルを生成します）。スクリプト内のこのセクションでは、

LogicalDriveオプションを最初に記述しなければなりませ

んが、このカテゴリの他のオプションはどの順序で記述し

てもかまいません。 
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制御カテゴリ 
制御カテゴリには次のオプションがあります。 

• Actionモード（94ページ） 

• Methodモード（94ページ） 
 

Actionモード 
ユーザーは、Actionモードを指定する必要があります。 

• Configureモードでは、新しいアレイの作成は実行できますが、既存のアレイの変更はできません。このモー

ドを使用するには、割り当てられていない物理ドライブがコントローラーに接続されていなければなりません。 

• Reconfigureモードでは、既存のアレイを変更できます。たとえば、アレイの拡張、論理ドライブの拡大、ま

たは移行を行うことができます。これらの手順では、ユーザーがデータの削除を具体的に要求しない限り、デー

タは破壊されません。このモードでは、既存のオプションについては、ユーザーが具体的に別の値を記述しな

い限り、そのオプション設定は変更されません。 

-resetコマンドラインスイッチを使用する場合、構成プロセスの最初のステップとして既存のコントローラーの構

成がデータ消失でクリアされます。このコマンドラインスイッチは、Reconfigureモードと互換性がありません。 
 

Methodモード 
このオプションのデフォルト値は、Customです。 

Autoモードでは、ユーザーが他のオプションに設定した値により、拡張、拡大、または移行の操作が必要なことが

示されている場合、HPE SSAは、ユーザーの介入なしにその操作を実行できます。 
 

コントローラーカテゴリ 
コントローラーカテゴリには次のオプションがあります。 

• Controller（95ページ） 

• CacheState（95ページ） 

• ClearConfigurationWithDataLoss（95ページ） 

• DeleteLicenseKey（「LicenseKey、DeleteLicenseKey」（96ページ）） 

• DPOEnable（「ビデオ性能オプション」（98ページ）） 

• DriveWriteCache（95ページ） 

• ElevatorSortEnable（「ビデオ性能オプション」（98ページ）） 

• FLS（96ページ） 

• HBAmode（96ページ） 

• IRPEnable（「ビデオ性能オプション」（98ページ）） 

• LicenseKey（「LicenseKey、DeleteLicenseKey」（96ページ）） 

• MNPDelay（「ビデオ性能オプション」（98ページ）） 

• NoBatteryWriteCache（96ページ） 

• 電力モード（96ページ） 

• PreferredPathMode（97ページ） 

• QueueDepth（「ビデオ性能オプション」（98ページ）） 
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• RapidParityInitialization（97ページ） 

• ReadCache（「ReadCache、WriteCache」（97ページ）） 

• RebuildPriority（「RebuildPriority、ExpandPriority」（97ページ）） 

• SurfaceScanDelay（97ページ） 

• SurfaceScanDelayExtended（98ページ） 

• ビデオ性能のオプション（98ページ） 
 

Controller 
このオプションで構成するコントローラーを特定するため、このオプションには値を入力する必要があります。 

• All—システム内で検出されたすべての内蔵および外付コントローラーを構成します。 

• Slot N[:N]—スロット番号Nの内蔵コントローラーを構成します。外付コントローラーはポート番号を付加

することによって識別できます。 

• WWN N—World Wide Name Nの外付コントローラーを構成します。 

• SerialNumber N—シリアル番号Nの共有ストレージコントローラーを構成します。 

• IOCabinet[N],IOBay[N],IOChassis[N],Slot[N],Cabinet[N],Cell[N]—この一連の識別子によっ

て定義されるスロットパス情報を持つIntegrityサーバー内のコントローラーを構成します。 
 

CacheState 
このオプションを使用すると、キャッシュをフラッシュしたり、キャッシュのフラッシュを無効にしたりすること

ができます。値は、FlushEnableとFlushDisableです。 

このオプションを使用すると、失効したキャッシュの問題を防止することができます。 
 

ClearConfigurationWithDataLoss 
構成をクリアすると、コントローラー上のすべての論理ボリュームとアレイが削除されるため、データが消失しま

す。構成をクリアする場合は、解放されたドライブ容量を利用して新しい構成を作成するコマンドを、スクリプト

ファイルの後の部分に記述することができます。 

このオプションの値は、以下のとおりです。 

• Yes：構成がクリアされます。コントローラー上のすべてのアレイおよび論理ドライブが削除されます。OS
にマウントされている論理ボリュームがある場合、このオプションは失敗します。 

• Forced：構成がクリアされます。コントローラー上のすべてのアレイおよび論理ドライブが削除されます。 

• No：構成はクリアされません。これがデフォルトオプションです。 
 

DPOEnable 
DPOEnableオプションは、コントローラーの縮退モード性能最適化の動作を制御します。このオプションは、ビデ

オアプリケーションのコントローラー性能を調整するために使用され、有効なライセンスキーのインストールが必

要です。コマンドオプションは、EnableまたはDisableです。 
 

DriveWriteCache 
このオプションは、接続されているすべての物理ディスク用の書き込みキャッシュの設定を制御します。このオプ

ションの設定値は、EnableまたはDisableです。すべての物理ディスクまたはコントローラーがこのオプションをサ

ポートしているわけではありません。 
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ElevatorSortEnable 
ElevatorSortEnableオプションは、コントローラーのキャッシュ書き込みエレベーターソートアルゴリズムの動作を

制御します。このオプションは、ビデオアプリケーションのコントローラー性能を調整するために使用され、有効

なライセンスキーのインストールが必要です。コマンドオプションは、EnableまたはDisableです。 
 

FLS 
  

 重要：高レベルのFLSを設定すると、一部の要求パターンについてはスループットが失われる可能性が

あります。 
  

このコマンドは、Flexible Latency Schedule機能を変更します。コマンドオプションは、Low、High、またはDisable
です。 

例： Latency=[ Low | High | Disable] 
 

HBAmode 
  

 重要：HBAモードの有効化によって、物理ドライブがオペレーティングシステムに公開されます。Smart
アレイ構成は利用できません。 

  

このオプションによりHBAモードが有効になります。コマンドオプションは、EnableまたはDisableです。 

例： HBAMode=[ Enable | Disable] 
 

IRPEnable 
IRPEnableオプションは、コントローラーの不整合性修復ポリシーの動作を制御します。このオプションは、ビデ

オアプリケーションのコントローラー性能を調整するために使用され、有効なライセンスキーのインストールが必

要です。コマンドオプションは、EnableまたはDisableです。 
 

LicenseKey、DeleteLicenseKey 
これらのオプションを使用して、コントローラーの一部の機能をアクティブにするか、アンインストールするため

の、25文字のライセンスキーを入力できます。ハイフンを入力してもかまいませんが、必須ではありません。 
 

MNPDelay 
MNPDelayオプションは、コントローラーのモニターおよびパフォーマンス解析遅延の動作を制御し、0から60まで

の範囲の値で表します。このオプションは、主にビデオアプリケーションのコントローラー性能を調整するために

使用され、有効なライセンスキーのインストールが必要です。 
 

NoBatteryWriteCache 
このオプションを使用すると、バッテリが存在しないか、バッテリ障害がある場合に、コントローラーが書き込み

キャッシュを有効にすることができます。値は、EnableまたはDisableです。デフォルトはDisableです。 

一部のコントローラーはこのオプションをサポートしません。 
 

電力モード 
  

 重要：節約とパフォーマンスを最適化するために、電力モードを切り替えた後は再起動が必要となる場

合があります。 
  

  

 重要：電力モードがバランスに設定されている場合、その後のコントローラーの構成変更では、パフォー

マンスを最適化するために再起動が必要となる場合があります。 
  

このオプションは、コントローラーの電力モードを変更します。 

• minpowerの値は、最小値に設定し、ワークロードに基づいて電力を動的に減らします。 
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• balancedの値は、構成に基づいて静的設定を設定し、ワークロードに基づいて電力を動的に減らします（推奨）。 

• maxperformanceの値は、静的設定を最大値に設定し、動的に電力を減らしません（デフォルト）。 

例：PowerMode= [ MinPower | Balanced | MaxPerformance ] 
 

PreferredPathMode 
このオプションを設定すると、特定の論理ドライブへの適切なI/Oパスが、アクティブ/アクティブ構成である冗長ア

レイコントローラーにどのように設定されるかが決定されます。この機能は、すべてのコントローラーでサポート

されるわけではありません。 

また、アクティブ/スタンバイ構成のコントローラーでは、このオプションは無視されます。 

• Autoは新しい構成のデフォルト設定です。この場合、ストレージシステムは自動的に冗長コントローラーか

ら論理ドライブへのI/Oパスを選択し、すべてのパスに動的に負荷を分散させます。 

• Manualに設定すると、論理ドライブを特定の冗長コントローラーに割り当てることができます。この設定を

選択した場合、PreferredPath（102ページ）コマンドを使用してパスを指定します。 

コントローラーの再構成時にこのオプションを設定しない場合は、既存の設定がそのまま使用されます。 
 

QueueDepth 
QueueDepthは、キャッシュ書き込みキューの動作を制御します。このオプションは、ビデオアプリケーション用

コントローラーのパフォーマンスのチューニングに使用されます。コマンド値は、2、4、8、16、32、またはAutomatic
です。 

 

RapidParityInitialization 
このオプションは、パリティの迅速初期化を有効にします。RPIコマンドは、すべてのコントローラーではサポー

トされておらず、ファームウェアおよびハードディスクのサポートに依存します。コマンドオプションは、Enable
またはDisableです。 

 

ReadCache、WriteCache 
ドライブの読み出しまたは書き込みに割り当てたいキャッシュの比率を指定する0～100の数値を入力します。これ

らのオプションのデフォルト値は、コントローラーのファームウェアに依存します。 

使用できるキャッシュ比率は、コントローラーのモデルとバッテリバックアップ式ライトキャッシュの有無によっ

て異なります。 
 

RebuildPriority、ExpandPriority 
これらのオプションは、再構築機能と拡張機能の優先順位を確立します。Rebuildには、Low、Medium、MediumHigh、
およびHighという4つの値を使用できます。MediumHighは、パリティの迅速初期化が有効である場合にのみ選択で

きます。 

Expandには、Low、Medium、およびHighという3つの値のみを使用できます。 

これらのオプションは必須ではありません。 
 

SurfaceScanDelay 
表面スキャンによって発生する遅延の継続時間を指定する0～30（秒単位）の数値を入力します。このオプション

は必須ではありません。このオプションの値を指定しない場合、遅延は変更されません。値0を指定すると、スキャ

ンが無効になります。 
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SurfaceScanDelayExtended 
表面スキャンによって発生する遅延の継続時間を指定する0～300（1/10秒単位）の数値を入力します。このオプショ

ンは必須ではありません。このオプションの値を指定しない場合、遅延は変更されません。値0を指定すると、スキャ

ンが無効になります。 

入力ファイルにこのパラメーターとSurfaceScanDelayの両方がある場合は、このパラメーターが優先します。 
 

SurfaceScanMode 
このパラメーターは、以下の値で表面スキャンモードを指定します。 

• Idle - 遅延間隔は、SurfaceScanDelayまたはSurfaceScanDelayExtendedから通常の値で設定されます。 

• High - 表面スキャンは、コントローラーI/Oのレベルにかかわらず、進行が保証されるモードに入ります。 

• Disabled - モードは選択されません。 
 

ビデオ性能オプション 
この機能をSmartアレイG6またはG7コントローラーで使用するには、登録済みSAAP（「SAAPについて」（137ペー

ジ）のライセンスキーが必要です。 

コントローラーのビデオ性能を最適化するには、以下のオプションをここに示す値に設定します。 
DPOEnable = No 

ElevatorSortEnable = Yes 

IRPEnable = No 

また、以下の操作を実行します。 

• MNPDelayを整数値1～60（分）に設定します。このオプションを無効にするには、値を0に設定します。 

• QueueDepthを次のいずれかの値に設定します。 
2|4|8|16|32|Automatic 

 

ParallellSurfaceScanCount 
ParallelSurfaceScanCountコマンドでは、いつでもアクティブにできるパラレル表面スキャンの数を指定しま

す。最小値および最大値は、コントローラーとファームウェアのリリースによって異なります。この機能はすべて

のコントローラーでサポートされているわけではありません。 

N - スキャン数 
 

アレイカテゴリ 
アレイカテゴリには次のオプションがあります。 

• Array（99ページ） 

• ArrayR0（99ページ） 

• CachingArray（99ページ） 

• Drive（99ページ） 

• DriveType（100ページ） 

• OnlineSpareMode（100ページ） 

• OnlineSpare（100ページ） 

• SplitMirror（101ページ） 
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Array 
作成または再構成するアレイを識別するために、1文字または2文字の組み合わせを、次の制限に従って入力します。 

• Configureモードでは、HPE SSAは新しいアレイを作成します。アレイオプション用に指定する値は、コント

ローラー上の既存のアレイ数に従って、次に使用可能な文字または2文字の組み合わせでなければなりません。

A～Z、AA～AZ、BA～など。 

• Reconfigureモードでは、HPE SSAは新しいアレイの作成、または既存のアレイの再構成を実行できます。こ

の場合、ユーザーが指定する値により、既存のアレイを識別すること、または既存の構成で次に使用できるア

レイ文字または2文字の組み合わせを示すことが可能です。 
 

ArrayR0 
ArrayR0のオプションは、RAID0ボリュームのある単一のドライブアレイを引数ごとに作成します。ArrayR0が指定

された場合、アレイセクション内で有効な他のコマンドは、DriveTypeのみです。 

コマンドオプション： 

• X:Y,...：ポート/IDというドライブ採番スキームを使用するコントローラーの場合の「ポート:ID」。ボック

ス/ベイの採番スキームの場合は、「ボックス:ベイ」を使用します。 

• X:Y:Z,...：SASコントローラーの場合の「ポート:ボックス:ベイ」 

• N：使用されるドライブの数N 

• *：未構成のすべてのドライブを使用 
 

CachingArray 
このオプションは、キャッシュアレイIDを指定します。 

• Configureモードでは、HPE SSAは新しいキャッシュアレイを作成します。アレイオプションに指定する値は、

既存の構成で次に使用可能なアレイ文字にする必要があります。A～Z、AA～AZ、BA～など。 

• Reconfigureモードでは、アレイ文字によって既存のアレイを識別します。または、アレイ文字によって、既

存の構成で次に使用可能なアレイ文字を識別して、新しいアレイを作成できます。 
 

Drive 
入力ファイルでこのオプションを使用して、アレイで使用する新しい物理ドライブを指定できます。このオプショ

ンは、新しいアレイの構築や既存のアレイの拡張、縮小、または移動に使われます。 

次のガイドラインに従ってください。 

• アレイを拡張する場合、追加する各ドライブは、アレイにすでに含まれている最小ドライブ以上の容量を持っ

ている必要があります。また、追加されるドライブとアレイに含まれる既存のドライブは、すべて同じタイプ

（SATA、SASなど）である必要があります。 

• アレイを移動または縮小する場合、HPE SSAスクリプトは現在のドライブを要求されているドライブと比較

して、ユーザーが移動と縮小のうちどちらを意図しているのかを判断します。アレイの縮小や移動がサポート

されるのは、Custom methodモードの場合だけです。 

• また、ClearConfigurationWithDataLossオプション（95ページ）の値がYesである場合は、Driveオプ

ションを使用してアレイからドライブを削除することも可能です。 

Custom methodモード - アレイで使用するドライブを指定（同じコントローラーのアレイごとに、異なる方法を

使用できます）するには、以下のいずれかの方法を選択します。 

• ドライブを個別に指定するには、適切な規則（ポート:ID、ボックス:ベイ、またはポート:ボックス:ベイ）を使

用します。 
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• ドライブの台数だけを指定する（使用する特定のドライブのIDではない）には、その台数をオプションの値と

して入力します。たとえば、drive=3と入力すると、HPE SSAはスクリプトの残りの部分で定義するアレイ

を、使用可能な最初の3台のドライブを使用して構築または拡張します。HPE SSAは使用に適したドライブを

自動的に判別します。 

• 使用可能なすべてのドライブを使用するには、このオプションの値としてアスタリスクを入力します。この方

法を使用して構成されるアレイにはスペアはありません。 
 

DriveType 
このオプションは、HPE SSAがアレイを構築するために使用する必要があるドライブ用のインターフェイスタイプ

を指定します。 

有効なドライブタイプのいずれかを選択します。 
[SCSI | SAS | SATA | SATASSD | SASSSD] 

通常、値は、ワイルドカード（*）またはDriveの数値引数とともに使用されます。 
 

OnlineSpareMode 
このオプションの値は、スペアドライブをアクティブにしたときのスペアドライブの動作を指定します。 

自動交換ドライブをサポートするコントローラーの場合は、この値を[自動交換]に設定すると、再構築したスペア

ドライブをアレイのデータドライブにすることができます。障害が発生したデータドライブを交換する場合は、以

前のスペアの役割を前提としており、2番目のアレイを再構築する必要はありません。 
    

動作 説明 

[専用] スペアのデフォルト値 

[自動交換] スペアドライブは、再構築が完了する

とデータドライブになります。 
 
[自動交換]のスペアはアレイ間で共有

できません。 
 

OnlineSpareModeは、選択されたSmartアレイPx2xコントローラー以降でのみサポートされます。 
 

OnlineSpare 
このオプションの値では、スクリプト内の前のセクションで指定されたアレイにスペアドライブを構成するかどう

かを決定します。 

ドライブとスペアドライブのインターフェイスタイプは、すべてがSASまたはすべてがSATAのように一致する必要

があります。 

• X:Y,...：ポート/IDというドライブ採番スキームを使用するコントローラーの場合の「ポート:ID」。ボック

ス/ベイの採番スキームを使用するコントローラーの場合は、「ボックス:ベイ」を使用します。 

• X:Y:Z,...：SASコントローラーの場合の「ポート:ボックス:ベイ」 

• None：アレイにスペアが追加されず、アレイの既存のスペアはすべて削除されます。 

o Configureモード：OnlineSpareオプションが指定されていない場合、デフォルト値はNoneです。 

o Reconfigureモード：OnlineSpareオプションが指定されていない場合、アレイのスペア状態は変更されま

せん。 

• N：N個のスペアがアレイに追加されます。HPE SSAスクリプティングによって、未使用の選択可能な物理ド

ライブのうち最適なものが、スペア用に選択されます。 
 

SmartPath 
Hewlett Packard Enterprise SSD Smart Pathでは、I/O要求がSmartアレイファームウェアをバイパスし、SSDに直

接アクセスすることができます。このプロセスにより、RAIDレベルすべてにおける読み取りと、RAID 0で書き込み

が高速化されます。 
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コントローラーのデバイスドライバーは、次のSmart Pathの適格性要件について各I/O要求を分析します。 

• サポートするRAIDのすべてのレベルにおける読み取り要求 

• RAID 0ボリュームすべてに対する書き込み要求 

• 結果として単一の物理ディスクのI/Oによって満たすことが可能な操作になる、サイズと位置のパラメーター。 

コマンドの値はEnableまたはDisableです。 

例：  

SSDSmartPath= Enable | Disable 
 

SplitMirror 
このオプションは、元のミラーボリュームを個別のRAID0ボリュームに分割し、オプションで、新しいボリューム

をOSに対して非表示にします。SplitMirrorはボリュームの再結合も行います。このコマンドが実行されるのは、ス

クリプティングが-offlineコマンドラインオプションを使用して開始されており、結合ターゲットボリュームがOSに
よって使用されていない場合に限られます。 

SplitMirrorは、以下のボリュームを操作します。 

• RAID1 

• RAID10 

• ADM 

SplitMirrorでは、以下のコマンドが使用されます。 

• SplitWithBackup：ミラーアレイが2つの新しいアレイに分割され、新しく作成されたアレイをOSに対して

非表示にします。 

• Rollback：バックアップアレイをソースデータとして使用して、2つのアレイが再結合されます。オンライ

ンアレイに対して実行されたすべての変更は失われます。 

• Remirror：オンラインアレイをソースデータとして使用して、2つのアレイが再結合されます。 

• ActivateBackup：バックアップボリュームがOSから見えるようになります。 
 

論理ドライブカテゴリ 
論理ドライブカテゴリには次のオプションがあります。 

• ArrayAccelerator（102ページ） 

• LogicalDrive（102ページ） 

• CachingLogicalDrive（102ページ） 

• CachedLogicalDrive（102ページ） 

• NumberOfParityGroups（102ページ） 

• PreferredPath（102ページ） 

• RAID（103ページ） 

• Renumber（103ページ） 

• Repeat（103ページ） 

• SetBootVolumePrimary（104ページ） 

• SetBootVolumeSecondary（104ページ） 

• Sectors（104ページ） 

• Size（104ページ） 
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• SizeBlocks（104ページ） 

• Smartキャッシュライト-バック（104ページ） 

• SSDOPO（105ページ） 

• StripSize（105ページ） 
 

ArrayAccelerator 
このオプションは、指定されている論理ドライブについて、アレイアクセラレータを有効にするのか無効にするの

かを指定します。デフォルト設定は、Enabledです。 
 

LogicalDrive 
このオプションに値を入力して、作成または変更する論理ドライブのID番号を指定します。アレイの最初の論理ド

ライブはIDが1で（0ではない）、論理ドライブの番号は連続した数である必要があります。 

• Configure actionモードでは、HPE SSAは次に使用できる論理ドライブのID番号のみ受け入れます。 

• Reconfigure actionモードでは、HPE SSAは既存の論理ドライブのID番号はすべて受け入れます。 
 

CachingLogicalDrive 
このオプションに値を入力して、作成または変更するキャッシュ論理ドライブのID番号を指定します。アレイの最

初の論理ドライブはIDが1で（0ではない）、論理ドライブの番号は連続した数である必要があります。 

• Configureモードでは、HPE SSAは次に使用できる論理ドライブのID番号のみ受け入れます。 

• Reconfigureモードでは、HPE SSAは既存の論理ドライブのID番号はすべて受け入れます。 

キャッシュ論理ドライブとキャッシュデータドライブは、同じアレイコントローラー上にある必要があります。 
 

CachedLogicalDrive 
このオプションに値を入力して、キャッシュ論理ドライブに関連付けるデータ論理ドライブID番号を指定します。 

Configureモードでは、HPE SSAは既存の論理ドライブのID番号はすべて受け入れます。 

キャッシュ論理ドライブとキャッシュデータドライブは、同じアレイコントローラー上にある必要があります。 
 

NumberOfParityGroups 
RAID 50またはRAID 60構成を作成するときは、パリティグループの数を設定する必要もあります。 

この設定には1より大きい任意の整数値を使用できますが、物理ドライブの総数がパリティグループの数の整数倍に

なる必要があります。 

特定の台数の物理ドライブに使用できるパリティグループの最大数は、ドライブの総数をそのRAIDレベルに必要な

最小ドライブ数（RAID 50では3、RAID 60では4）で割った数です。 
 

PreferredPath 
PreferredPathMode（97ページ）の設定でManualを選択した場合、PreferredPathコマンドを使用して、アク

ティブ/アクティブモードの冗長コントローラー上の論理ドライブへのI/Oパスを指定します。 

このオプションのデフォルト設定は、1です。この設定では、シャーシスロット1のコントローラーが、論理ドライ

ブのI/Oに適したコントローラーとなります。2に設定した場合、シャーシスロット2のコントローラーが、論理ドラ

イブに適したコントローラーとなります。 

シャーシスロット番号を確認するには、冗長コントローラーをサポートしているコントローラーでshowコマンドを

使用します。 
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RAID 
このオプションに値を入力して、論理ドライブのRAIDレベルを指定します。 

• ActionモードがConfigureの場合、RAID 50またはRAID 60を除き、コントローラーとドライブの構成がサポー

トできる最も高いRAIDレベルがHPE SSAによって自動的に選択されます。RAID 50またはRAID 60をサポー

トしているコントローラー用にRAID 50またはRAID 60を指定するには、カスタム設定を使用します。この場

合、パリティグループの数を指定する必要もあります（「NumberOfParityGroups」（102ページ））。 

• ActionモードがReconfigureの場合、その論理ドライブの既存のRAIDレベルがデフォルト値として使用されま

す。デフォルト以外のRAID設定を指定すると、新しい設定が無視されるか、または指定されたRAIDレベルへ

の論理ドライブの移行がHPE SSAによって試みられます（MethodモードがCustomの場合）。 

HPE SSAは、RAIDレベルに以下の値をサポートします。 

• 60 - RAID 60 

• 50 - RAID 50 

• ADG - RAID ADGはRAID 6と同等です。 

• 6 - RAID 6 

• 5 - RAID 5 

• 10ADM - 3方向でミラーリングしているRAID 1 

• 10 - RAID 10（2台のディスクでのミラーリング） 

• 1ADM - 3方向でミラーリングしているRAID 1 

• 1 - RAID 1（2台のディスクでのミラーリング） 

• 0 - RAID 0 

SmartアレイG6またはG7コントローラーを使用する場合、一部のRAIDレベルにはSAAPが必要です（「SAAPにつ

いて」（137ページ）。キャッシュローカルボリュームでサポートされるRAIDレベルは、ファームウェアによって

制限されます。 
 

Renumber 
このオプションは、論理ドライブの番号をNに変更します。 

通常、このオプションはJoinコマンドの後で使用され、正しい論理ボリューム番号が設定されることを保証します。

たとえば、ブートボリュームはID 1です。 

HPE SSAスクリプティングは番号の変更後に内部状態を更新しないため、同じスクリプトでRenumber操作とJoin
操作を組み合わせないでください。Renumberと他のコマンドを組み合わせると、特定のボリュームを対象とする

コマンドが間違ったボリュームに適用される場合があります。 
 

Repeat 
このオプションに値を入力して、HPE SSAがこの論理ドライブの構成を繰り返す回数を指定します。 

次のいずれかの値を使用します。 

• N - Configureモードでは、HPE SSAはN台の新しい論理ドライブを作成します。 

• MAX - HPE SSAは可能な最大数の論理ドライブを作成します。作成されるドライブの数は、既存のドライブの

台数とコントローラーでサポートされる論理ドライブの最大数によって異なります。 

Nextとして論理ドライブIDを指定する必要があります。このSizeオプションは、各論理ドライブのサイズを制御

します。サイズがMAXに設定されている場合、ボリュームのサイズはアレイで使用できるすべての容量を消費する

ように設定されます。 
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SetBootVolumePrimary 
このオプションは、コマンドEnableを使用して、現在の論理ボリュームを現在のコントローラーのプライマリブー

トボリュームに設定します。このオプションは、すべてのアレイコントローラーでサポートされているわけではあ

りません。 
 

SetBootVolumeSecondary 
このオプションは、コマンドEnableを使用して、現在の論理ボリュームを現在のコントローラー上のセカンダリ

ブートボリュームに設定します。このオプションは、すべてのアレイコントローラーでサポートされているわけで

はありません。 
 

Sectors 
このオプションは、各トラックを構成するセクターの数を指定します。32を入力すると最大ブートは無効になり、

63を入力すると有効になります。 

• 新しい論理ドライブでは、論理ドライブが502 GBを超える場合、デフォルト設定は63です。それ以外の場合、

デフォルト設定は32です。 

• 既存の論理ドライブでは、既存の設定がデフォルト設定になります。 

最大ブートを有効にすると、論理ドライブの性能が低下することがあります。 
 

Size 
このパラメーターは、論理ドライブのサイズを指定します。 

サイズの設定には以下の値を使用します。 

• N - MB単位のサイズ 

• MAX - 論理ドライブ用にアレイ内のすべての利用可能な未使用容量を使用します。この値がデフォルトです。 

• MAXMBR - 32ビットMBR（2TiB）がサポートできる最大サイズのボリュームを作成します。 

Reconfigureモードでは、デフォルト設定は、論理ドライブの既存のサイズです。同じアレイ内に未使用のドライブ

容量がある場合は、デフォルト設定より大きい値を入力すると、論理ドライブは新しいサイズに拡大されます（オ

ペレーティングシステムが論理ドライブの拡大をサポートする場合のみ）。論理ドライブのサイズを小さくするこ

とはできません。 
  

 注意：すべてのデータのバックアップを作成してから、論理ドライブを拡大してください。 

  

 

SizeBlocks 
このオプションは、論理ドライブのサイズを512バイトブロック単位で指定します。丸められない正確なサイズを

設定するには、このオプションを使用します。 

HPE SSAスクリプティングが構成を取得するとき、ボリュームサイズは直近のMBに切り下げて報告されます。取

得の再生時には、すでに丸められたMBサイズにぴったり収まるようにサイズが縮小されます。このオプションによ

り、連続した取得の世代を通じたボリュームサイズの消失が防止されます。 

ただし、異なるディスクまたはRAIDレベルのためにサイズがアレイの形状に合わない場合は、形状に収まるように

サイズが切り下げられます。 
 

Smartキャッシュライト-バック 
  

 注意：ライトバックキャッシュ書き込みポリシーを指定すると、キャッシュボリュームに障害が発生し

た場合にデータが失われるおそれがあります。RAID 0キャッシュボリュームを使用する場合、1つのSSD
障害によってデータが失われる場合もあります。 
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 重要：デモライセンスキーが期限切れになると、ライトバックキャッシュ書き込みポリシーで構成され

たSmartキャッシュボリュームがすべてライトスルーに変換されます。この場合、論理ドライブの詳細

ではキャッシュ書き込みポリシーとキャッシュ書き込みポリシー要求に異なる値が示されます。ライセ

ンスを再インストールすると、Smartキャッシュボリュームは元のライトバックキャッシュ書き込みポ

リシーに復元されます。 
  

このオプションによりライトバックキャッシュのサポートが有効になります。コマンドのオプションは、

WritethroughまたはWritebackです。 

例：CacheWritePolicy=[Writethrough | Writeback] 
 

SSDOPO 
このオプションは、コマンドEnableを使用して、ボリューム作成時のオーバープロビジョニング最適化パラメー

ターを設定します。このオプションはすべてのアレイコントローラーでサポートされているわけではなく、一部の

SSDのみでサポートされます。このオプションは、Reconfigureモードでは無効です。 
 

StripSize 
HPE SSA、HPE SSA CLI、およびHPE SSAスクリプティング以降では、StripeSizeオプションがStripSizeオ
プションに変更されています。複数の物理ドライブ（ストライピング）間でデータを分散する場合、ストリップサ

イズは各物理ドライブに書き込まれるデータ量です。フルストライプサイズは、パリティ専用ドライブを除くすべ

ての物理ドライブ間のすべてのストリップの合計サイズです。 

このオプションに数値を入力して、データのストリップサイズ（KB単位）を指定するか、空白のままにしてデフォ

ルト値を使用することができます。 

RAIDレベルで使用できるストリップサイズは、コントローラーとコントローラーファームウェアレベルによって変

化します。最大ストリップサイズは動的に変化し、多数のデータドライブがあるアレイやコントローラーのキャッ

シュサイズが小さいアレイでは縮小されます （コントローラーは、変換中、データのストリップ全体を一度にキャッ

シュメモリに読み込むことができなければなりません。使用可能メモリが制限要因です）。 

以下のストリップサイズを使用できます。 

• 8 - 8 KB 

• 16 - 16 KB 

• 32 - 32 KB 

• 64 - 64 KB 

• 128 - 128 KB 

• 256 - 256 KB 

• 512 - 512 KB 

• 1024 - 1024 KB（Gen8コントローラー以降でサポート） 

ストリップサイズのデフォルト値は、actionモードによって異なります。 

• Configure actionモードでは、デフォルト値は、先にスクリプトで指定したRAIDレベルによって決まります。 

• Reconfigure actionモードでは、このオプションのデフォルト値は、論理ドライブで構成されたストリップサ

イズです。既存のストリップサイズと異なる値を入力する場合、HPE SSAは、指定したストリップサイズに

論理ドライブを移行しようと試みます （論理ドライブを移行する予定の場合は、移行手順を開始する前にす

べてのデータをバックアップしてください）。 
 

暗号化サポートコマンド 
  

 重要：次のコマンドを実行するには、Secure Encryptionを別途購入して構成する必要があります。 
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以下のコマンドは、互換性があるコントローラーのデータ暗号化機能をサポートするために、HPE SSAスクリプ

ティングのバージョン1.60.0.0以降に追加されています。 
 

暗号化コントローラーカテゴリ 

AllowPlainText 

このコマンドは、暗号化が有効であるときにプレーンテキストボリュームを将来作成することを許可します。既存

のボリュームは変更されません。このコマンドを切り替えるには、YesまたはNoの値を使用します。 
 

AcceptEULA 

コマンドYesを指定することで、暗号化エンドユーザー使用許諾契約書に同意します。暗号化を有効にする前に、

EULAに同意する必要があります。 
 

ControllerPassword 

このコマンドは、起動時のコントローラーのパスワードを設定します。パスワードの値を入力してください。 
 

ControllerPasswordMode 

このコマンドは、ブートパスワードモードを設定したり、モードを中断または除去したりすることができます。 

このコマンドでは次のいずれかの値を使用します。 

• Remove 

• Suspend 

• Resume 
 

Encryption 

このコマンドは、値EnableまたはDisableを使用して、コントローラーの暗号化を有効または無効にします。暗

号化を有効にする前に、以下の値を設定しておく必要があります。 

• Cryptoユーザーパスワード（「EncryptionCryptoPasswordSet」（106ページ）） 

• キー管理モード（「EncryptionKeyManager」（107ページ） 

• 初期マスター暗号化キー（「EncryptionMasterKey」（107ページ）） 

• EULA（「AcceptEULA」（106ページ））（同意済み） 
 

EncryptionClearConfig 

このコマンドは、すべての秘密情報と重要なセキュリティパラメーターをコントローラーから削除します。このコ

マンドは、既存の論理ボリュームを削除あるいは変更するものではありません。ただし、ボリュームが暗号化され

ている場合、そのボリュームはコントローラーによってオフライン状態として配置されます。 

暗号化された論理ボリュームがコントローラー上に存在する場合、このコマンドはオフラインで実行する必要があ

ります。 

このコマンドを実行するには、値KeyNameを入力します。暗号化された論理ボリュームがコントローラー上に存在

する場合は、KeyNameが必要です。それ以外の場合、この引数は省略可能です。 
 

EncryptionCryptoPasswordSet 

このコマンドは、Cryptoユーザーロールの暗号化パスワードを設定します。コマンド値はパスワードです。 
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EncryptionKeyManager 

このコマンドは、キーマネージャーモードをLocalまたはRemoteに設定します。キーマネージャーモードをRemote
に設定する場合、サーバーのiLO構成画面で外部構成が正しく設定されていること、およびシステム構成がリモート

キーマネージャーに追加されていることを確認します。 

コマンド値： 

• ローカルキーマネージャーモード：Local 

• リモートキーマネージャーモード：Remote 
 

EncryptionKeyManagerAuthentication 

有効な場合、EncryptionKeyManagerAuthenticationを使用して、起動時のコントローラーパスワードを回避

することができます。 

このコマンドでは、続行する前に次の設定が適切に行われている必要があります。 

• HPE Secure Encryptionは、リモートキー管理モードで実行するように構成する必要があります。 

• 起動時のコントローラーのパスワードを設定する必要があります。 

• ローカルキーキャッシュが有効になっている必要があります。そのとき、アクセス試行数は0より大きい値に

設定されている必要があります。 

• 暗号化オフィサー、または他のユーザーがログインする必要があります。 

EncryptionKeyManagerAuthenticationを切り替えるには、次のコマンドを使用します。 

• Enable 

• Disable 
 

EncryptionRekeyVolume 

このコマンドは、値Yesが入力された場合に論理ボリュームのキーを再設定します。これにより、ボリューム変換

が実行されます。 
 

EncryptionMasterKey 

このコマンドは、初期のマスター暗号化キーの名前を設定します。コマンド値はキーの名前です。 
 

EncryptionPassword 

このコマンドは、EncryptionUser（108ページ）で選択されたロールに対する暗号化パスワードを提供します。コマ

ンド値はユーザーパスワードです。 
 

EncryptionRecoveryQuestion 

このコマンドは、コントローラーを復旧させるための質問を設定します。コントローラーを復旧させるための質問

は、ユーザーがCryptoユーザーパスワードを忘れたためにパスワードを変更したい場合に使用します。値には質問

を入力してください。 
 

EncryptionRecoveryAnswer 

このコマンドは、コントローラーのパスワード復旧の答えを設定します。これは、EncryptionRecoveryQuestionコ
マンド（「EncryptionRecoveryQuestion」（107ページ））で設定された質問の答えです。コマンド値には答えを入

力してください。 
 

EncryptionRekeyController 

このコマンドは、値Yesが入力された場合にコントローラーのキーを再設定します。 
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EncryptionUser 

コマンドUserまたはCryptoによって、暗号化ユーザーロールが設定されます。選択されたロールによって、使用

可能な暗号化コマンドが決まります。現在サポートされているロールは、UserとCryptoの2つだけです。 
 

EncryptionUserPasswordSet 

このコマンドは、Userロールの暗号化パスワードを設定します。コマンド値はパスワードです。 
 

ExpressLocalEncryption 

ExpressLocalEncryptionは、コントローラーの暗号化構成のセットアップを実行します。 
Enable 

以下の項目が有効になります。 

• コントローラーの暗号化 

• ローカルキーマネージャーモード 

• ランダムなcryptoパスワード、回復不可能 

• ランダムなマスターキー名、回復不可能 

• 今後のプレーンテキストボリュームは許可されていません 

高速暗号化を無効にするには暗号化構成全体をクリアする必要があります。そのためには構成済みの暗号化された

ボリュームを削除する必要があります。 
 

FirmwareLock 

このコマンドは、値LockおよびUnlockを使用して、アレイコントローラーファームウェアを切り替えます。更新

前にファームウェアのロックを解除する必要があります。 
 

暗号化論理ボリュームカテゴリ 
以下のコマンドは、選択されたGen8+コントローラーで導入されたデータ暗号化機能をサポートするために、HPE 
SSAスクリプティングのバージョン1.60.0.0以降に追加されました。 

 

InstantSecureErase 

このコマンドは、現在の論理ボリューム上で、瞬時の暗号的消去を実行します。コマンド値Yesを入力すると、す

べてのユーザーデータが失われます。 
 

Encode 

このコマンドは、プレーンテキスト論理ボリュームを暗号化ボリュームに変換し、オプションで、既存のデータを

変換するか破棄します。コマンド値はPreserveDataまたはDestroyDataです。 

PreserveDataを入力すると、ボリューム変換が実行されます。 
 

EncryptionVolatileKeys 

EncryptionVolatileKeysでは、選択したボリュームの揮発性キーのステータスを構成します。この機能を有効

にした場合、キーは自動的にバックアップされません。スクリプトが有効になっていて、システムで電源障害が発

生した場合は暗号化キーが失われ、ボリュームにアクセスすることはできなくなります。 

• Enable 

• Disable 
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EncryptionVolatileKeyAction 

EncryptionVolatileKeyActionは、ボリュームの揮発性のキーのステータスを変更します。揮発性のキーが有

効になっている必要があり、コントローラーはリモートキー管理モードで実行するように構成されている必要があ

ります。これらの操作には、ワークロードとリモートのキーマネージャーの応答性によって、多少の時間がかかり

ます。 

• Backup-リモートのキーマネージャーに現在の暗号化キーをバックアップします。 

• Restore-リモートのキーマネージャーから現在の暗号化キーを復元します。キーを復元できるためには、ま

ずバックアップしておく必要があります。 

• Remove-現在の暗号化キーをリモートのキーマネージャーから削除します。削除する前に、キーをバックアッ

プする必要があります。 
 

Plaintext 

このコマンドは、新しい論理ボリュームをプレーンテキスト形式か暗号化形式のどちらで作成するかを指定します。

暗号化が有効である場合にプレーンテキストボリュームを作成するには、アレイコントローラーの初期構成中に、

AllowPlainTextオプションを設定しておく必要があります。コマンド値はEnableまたはDisableで、暗号化形式

を有効にするかどうかを表します。デフォルトは暗号化形式（Enable）です。 
 

XMLサポート 
HPE SSAスクリプティングでは、XMLファイル形式の入力と出力がサポートされています。 

 

XML出力 
XML出力文書を作成するには、出力ファイル名にXML拡張子を使用します。 

C:\ssascripting -c out.xml 

以下に、XML出力ファイルの例を示します。 
<?xml version="1.0"?> 

<Config.document> 

<!-- Date captured: Tue Jun 09 10:03:08 2009 --> 

<!-- Version: 8:30:4 --> 

<Action>Configure</Action> 

<Method>Custom</Method> 

<Controller ID="Slot 1"> 

<!-- Controller HP Smart Array P410, Firmware Version 1.99 --> 
<ReadCache>25</ReadCache> 
<WriteCache>75</WriteCache> 
<RebuildPriority>Medium</RebuildPriority> 
<ExpandPriority>Medium</ExpandPriority> 
<SurfaceScanDelay>3</SurfaceScanDelay> 
<DriveWriteCache>Disabled</DriveWriteCache> 
<LicenseKey>35DRP-7RH6S-R89GR-4MX6N-8K48X</LicenseKey> 
<!-- LicenseKeyType "Flex License" --> 
<MNPDelay>60</MNPDelay> 
<IRPEnable>Disabled</IRPEnable> 
<DPOEnable>Disabled</DPOEnable> 
<ElevatorSortEnable>Enabled</ElevatorSortEnable> 
<QueueDepth>Automatic</QueueDepth> 
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<!-- Unassigned Drives 1I:4:5 (60.0 GB), 2I:2:1 (72 GB) --> 
<Array ID="A"> 

<!-- Array Drive Type is Solid State SATA --> 
<!-- Free space   0 GBytes --> 
<!-- 1I:4:8 (120.0 GB),1I:4:7 (120.0 GB) --> 
<Drive>1I:4:8, 1I:4:7</Drive> 
<OnlineSpare>No</OnlineSpare> 
<LogicalDrive ID="1"> 
 <Raid>1</Raid> 
 <Size>114439</Size> 
 <Sectors>32</Sectors> 
 <StripeSize>128</StripeSize> 
 <ArrayAccelerator>Enabled</ArrayAccelerator> 
</LogicalDrive> 

</Array> 
<Array ID="B"> 

<!-- Array Drive Type is SAS --> 
<!-- Free space   0 GBytes --> 
<!-- 1I:4:6 (72 GB),2I:2:4 (72 GB),2I:2:3 (72 GB),2I:2:2 (72 GB)--> 
<Drive>1I:4:6, 2I:2:4, 2I:2:3, 2I:2:2</Drive> 
<OnlineSpare>No</OnlineSpare> 
<LogicalDrive ID="2"> 
 <Raid>5</Raid> 
 <Size>52478</Size> 
 <Sectors>32</Sectors> 
 <StripeSize>64</StripeSize> 
 <ArrayAccelerator>Enabled</ArrayAccelerator> 
</LogicalDrive> 
<LogicalDrive ID="3"> 
 <Raid>5</Raid> 
 <Size>52478</Size> 
 <Sectors>32</Sectors> 
 <StripeSize>64</StripeSize> 
 <ArrayAccelerator>Enabled</ArrayAccelerator> 
</LogicalDrive> 
<LogicalDrive ID="4"> 
 <Raid>5</Raid> 
 <Size>52478</Size> 
 <Sectors>32</Sectors> 
 <StripeSize>64</StripeSize> 
 <ArrayAccelerator>Enabled</ArrayAccelerator> 
</LogicalDrive> 
<LogicalDrive ID="5"> 
 <Raid>5</Raid> 
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 <Size>52478</Size> 
 <Sectors>32</Sectors> 
 <StripeSize>64</StripeSize> 
 <ArrayAccelerator>Enabled</ArrayAccelerator> 
</LogicalDrive> 

</Array> 
</Controller> 

</Config.document> 
 

XML入力 
XML入力は、XML出力の文書（109ページ）と同じ形式に従います。標準の入力形式と同じパラメーターの順序を

使用します。 

次の表に、標準形式とXML形式の両方で単純な入力スクリプトを示します。 
    

標準形式 XML形式 
Action= Configure 
Method= Custom 
 
Controller= Slot 1 
 
Array=A 
Drive= 1I:4:8, 1I:4:7 
 
LogicalDrive= 1 
RAID= 0 
Size= 100000 

<?xml version="1.0"?> 
<Config.document> 
<Action>Configure</Action> 
<Method>Custom</Method> 
  
<Controller ID="Slot 1"> 
 <Array ID="A"> 
  <Drive>1I:4:8, 1I:4:7</Drive> 
  <LogicalDrive ID="1"> 
   <Raid>0</Raid> 
   <Size>100000</Size> 
  </LogicalDrive> 
 </Array> 
</Controller> 
</Config.document> 

 
 

XML入力ファイルDTD 
次のDTDは、HPE SSAスクリプティングXML入力ファイル用のパラメーターの概要を示しています。 

<!DOCTYPE Config.document [ 

<!ELEMENT Config.document ( Action, Method, Controller+ ) > 

<!ELEMENT Action ( Configure | Reconfigure ) > 

<!ELEMENT Method ( Auto | Custom ) > 

 

<!ELEMENT Controller,  Array ) ChassisName? | ClearConfigurationWithDataLoss | 
DPOEnable? | DriveWriteCache? | ElevatorSortEnable? | ExpandPriority? | IRPEnable? 
| Initiator? | LicenseKey? | MNPDelay? | PreferredPathMode? | QueueDepth? | ReadCache? 
| RebuildPriority? | SurfaceScanDelay? | WriteCache? ) > 

<!ATTLIST Controller ID PCDATA #REQUIRED > 
<!ELEMENT ClearConfigurationWithDataLoss ( YES | NO ) NO > 
<!ELEMENT DPOEnable ( YES | NO ) > 
<!ELEMENT DriveWriteCache ( ENABLE | DISABLE ) > 
<!ELEMENT ElevatorSortEnable ( YES | NO ) > 
<!ELEMENT ExpandPriority ( HIGH | MEDIUM | LOW ) > 
<!ELEMENT IRPEnable ( YES | NO ) > 
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<!ELEMENT LicenseKey ( #PCDATA ) > 
<!ELEMENT MNPDelay ( #PCDATA ) > 
<!ELEMENT PreferredPathMode ( AUTO | MANUAL ) > 
<!ELEMENT ReadCache ( 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 ) > 
<!ELEMENT RebuildPriority ( HIGH | MEDIUM | LOW ) > 
<!ELEMENT SurfaceScanDelay ( #PCDATA ) > 
<!ELEMENT QueueDepth ( #PCDATA ) > 
<!ELEMENT WriteCache ( 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 ) > 
 
<!ELEMENT Array, LogicalDrive+ ( Drive, OnlineSpare ) > 
<!ATTLIST Array ID PCDATA #REQUIRED > 

<!ELEMENT Drive ( ALL | #PCDATA ) > 
<!ELEMENT OnlineSpare ( YES | NO | #PCDATA ) > 
 
<!ELEMENT LogicalDrive ( Raid, Repeat | Size, Sectors, StripeSize, 
ArrayAccelerator? ) > 
<!ATTLIST LogicalDrive ID PCDATA #REQUIRED > 
<!ELEMENT ArrayAccelerator ( ENABLE | DISABLE ) ENABLE > 
<!ELEMENT Raid (0 | 1 | 1ADM | 10 | 10ADM | 4 | 5 | 6 | ADG | 50 | 60) > 
<!ELEMENT Repeat ( MAX | #PCDATA ) > 
<!ELEMENT Sectors ( 32 | 63 ) > 
<!ELEMENT Size ( MAX | #PCDATA ) MAX > 
<!ELEMENT StripeSize ( 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 ) > 

]> 
 

HPE SSAスクリプティング警告メッセージ 
    

警告コード 警告メッセージ コメントまたは説明 

4000 License key is already installed 入力ファイルはライセンスキーを指定しました。た

だし、ライセンスキーはすでにコントローラーにイ

ンストールされています。 

4001 Clear configuration command failed - 
configuration is already cleared 

構成のないコントローラーで、-resetオプション

が使用されました。 

4002 Chassis name is already set to this value シャーシ名はすでに入力されている値に設定されて

います。コマンドは無視されます。 

4003 One or more controller commands were 
skipped because the controller is not 
configured 

コマンドの中には、事前にコントローラーが構成さ

れていないと送信できないものがあります。 

4004 Using Repeat function 入力ファイルでRepeatパラメーターが指定されて

いるため、一部のコマンドが無視されました。 

4005 The system must be rebooted for the 
firmware flash to complete 

コントローラーが新しいファームウェアでフラッ

シュされました。新しいファームウェアを有効にす

るには、再起動する必要があります。 

4006 Unable to set the array accelerator for this 
volume. The cache board may be missing 
or have a bad status, or the controller may 
not support a cache 

コントローラーがキャッシュをサポートしていない

（たとえば、一部のソフトウェアRAIDコントロー

ラー）、またはキャッシュがないか障害があります。 
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警告コード 警告メッセージ コメントまたは説明 

4007 The controller does not have a battery 
attached 

要求された操作にはバッテリが必要ですが、バッテ

リが接続されていません。 

4008 The controller battery status is Failed この操作にはバッテリが必要ですが、接続されてい

るバッテリが故障しています。 

4009 This parameter cannot be modified 入力スクリプトによって、変更できないパラメー

ターを変更しようとしました。 

4010 Rapid Parity Initialization is not available 選択されたボリュームではパリティの迅速初期化を

利用できません。RPIがすでに進行中であるか、

ファームウェアがRPIをサポートしていません。 

4011 The command is not available when 
MODE=CONFIG 

- 

4012 The command is not availbale when 
MODE=RECONFIG 

- 

   
 

HPE SSAスクリプティングエラーメッセージ 
    

エラーコード エラーメッセージ コメントまたは説明 

0 - エラーはありません。プログラムは正常に終了しま

した。 

2053 Too many coinciding expansion, 
migration, or extension operations 

新しい構成で要求されている変更の数が、一度に実行

できる数を超えています。たとえば、論理ボリューム

の拡張とRAIDレベルの移行を一度に行うことはでき

ません。 

2056 Controller does not support license keys このコントローラーは、ライセンスキーの入力や削除

をサポートしていません。 

2059 Invalid license key 入力されているライセンスキーは有効なキーではあ

りません。 

2064 Controller does not support SSP このコントローラーは、SSP機能をサポートしていま

せん。 

2817 Invalid Action 要求されているアクションは無効です（例：Capture
モードでの-reset）。 

2818 Invalid Method Methodモードは、CustomまたはAutoでなければなり

ません。 

2819 Invalid Controller 無効なコントローラー値が指定されていました。 

2821 No controllers detected コントローラーが検出されませんでした。このエラー

は、Inputモードにのみ適用されます。 

2823 Invalid Rebuild Priority 指定されている再構築優先順位はサポートされてい

ません。 

2824 Invalid Expand Priority 指定されている拡張優先度はサポートされていませ

ん。このエラーは、コントローラーが拡張を許可せず、

そのため拡張の優先度もサポートされない場合にも

発生します。 

2826 Array not specified スクリプトファイルにArrayコマンドがありません。

ファイルには、アレイの指定が必要ないくつかのコマ

ンドがあります。 

2827 New Array ID does not match the next 
available Array ID 

スクリプトファイルのアレイIDが次に利用可能なア

レイのIDと一致していません。たとえば、構成にアレ

イAが含まれ入力ファイルで（アレイBを飛ばして）

アレイCが指定されている場合、スクリプトはこのエ

ラーを生成します。 

2828 New Array ID already exists スクリプトファイル（Configureモード）で指定され

ているアレイ IDは、構成内にすでに存在します。
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エラーコード エラーメッセージ コメントまたは説明 
Configureモードで実行できるのは、アレイの新規作

成だけです。 

2829 Cannot create Array コントローラーに未割り当ての物理ドライブが接続

されていないか、アレイまたは論理ドライブの数がす

でに上限に達しているため、このコントローラーでは

新しいアレイを作成することはできません。 

2830 Cannot expand Array コントローラーが拡張をサポートしていないか、現在

の構成ではアレイの拡張は許可されないため、アレイ

を拡張することはできませんでした。 

2831 Cannot change Array Spare アレイのスペアの状態を変更することはできません

でした。このエラーは、アレイの現在の構成でスペア

の状態の変更が許可されていないのに、スペアの追加

または削除を試みると発生することがあります。 

2832 Invalid physical drive. Possible reasons 
for this include: a typing error, the drive 
already exists in an array, the drive type 
does not match, or it is a failed drive. 

指定された物理ドライブが有効な物理ドライブでない

か、またはアレイに配置できない物理ドライブです。 

2833 Invalid Spare 指定されたスペアドライブが有効なスペアドライブ

でないか、またはスペアとしてアレイに配置できない

ドライブです。 

2834 Invalid logical drive この論理ドライブIDは、有効ではありません。 

2836 New Logical Drive ID does not match the 
next available logical drive ID. 
If you are attempting to replicate a 
configuration that has non-consecutive 
logical drive numbers, then you must 
change the script file so that the logical 
drive numbers are consecutive. 

スクリプトファイルが指定している論理ドライブID
が、シーケンス内で最初の未使用IDではありません。

たとえば、コントローラーに論理ドライブ1があり、

スクリプトファイルで論理ドライブ3の作成が指定さ

れている（論理ドライブ2が省略されている）ときに

このメッセージが表示されます。このエラーが起きる

一般的な原因は、入力ファイルで指定されている論理

ドライブ番号が順番どおりになっていないことです。

この場合、入力ファイルの論理ドライブ番号を変更し

て、順番どおりになるようにしてください。 

2837 New Logical Drive ID already exists Configureモードでは、スクリプトファイルに記述さ

れている論理ドライブIDが構成内にすでに存在する

場合は、このエラーが発生します。Configureモード

で作成できるのは、新しい論理ドライブのみです。 

2838 Cannot create Logical Drive アレイに空き容量がないか、またはすでに論理ドライ

ブの最大数に達しています。 

2839 Cannot migrate Logical Drive RAID コントローラーがRAID移行をサポートしないか、また

はコントローラーの現在の構成では移行できません。 

2841 Cannot extend Logical Drive コントローラーが拡大をサポートしないか、または現

在の構成では拡大できません。たとえば、アレイ上に

空き容量がない場合、拡大はサポートされません。 

2842 Invalid RAID 指定されているRAIDレベルが無効か、または現在の

物理ディスクおよびアレイ構成では不可能です。 

2843 Invalid Size 指定されているサイズが無効か、または現在の構成で

は不可能です。 

2844 Invalid Stripe Size 指定されているストライプサイズが無効か、現在の

RAIDレベルでサポートされていないか、または現在

の構成でサポートされていません。 

2849 Invalid ClearConfigurationWithDataLoss 
parameter 

有効なパラメーターは、YesとNo（デフォルト）です。 

2850 Controller does not support Chassis 
Name 

このコントローラーは、シャーシ名の設定をサポート

していません。 
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エラーコード エラーメッセージ コメントまたは説明 

2851 Invalid Chassis Name 入力されているシャーシ名が無効です。使用できる文

字はa～z、A～Z、0～9、!、@、#、*、(、)、,、-、_、
+、:、.、/、および[スペース]です。名前の末尾にスペー

ス文字を配置することはできません。また、コント

ローラーによって許可される最大文字数を超えるこ

ともできません。 

2852 Invalid SSP State 要求されているSSPの状態は、有効なSSPの状態では

ありません。 

2853 Cannot change SSP settings このコントローラーまたは論理ドライブについて、

SSPの設定を変更することはできません。 

2854 Invalid SSP Adapter ID このアダプターIDは、コントローラーが検出した有効

なアダプターIDではありません。 

2857 Invalid Surface Scan Delay - 

2861 Controller does not support redundancy 
settings 

コントローラーは冗長でなく、冗長設定をサポートし

ません。 

2864 Invalid Preferred Path Mode 優先パスモードに指定された値が有効でないか、コン

トローラーが使用できません。 

2865 Invalid Preferred Path 指定された優先パスが、利用可能なアクティブなコン

トローラーの有効なシャーシスロットではないか、コ

ントローラーが使用できません。 

2866 Failure opening capture file  - 

2867 Failure opening input file  - 

2868 Failure opening error file  - 

2877 There are no suitable spares available HPE SSAが、指定されたアレイでスペアとして使用

できるドライブを見つけることができませんでした。 

2880 Invalid Physical Disk Type Specified - 

2882 Invalid MNP delay 指定されているMNP遅延の値は、無効です。 

2883 Invalid Cache Logical Drive 指定されたキャッシュ論理ドライブIDが無効です。 

2884 Invalid Caching Array 指定されたキャッシュアレイIDが無効です。 

2885 Error creating Caching Logical Drive - 

2886 Error creating Caching Array - 

2887 Error modifying Caching Volume - 

2888 Unable to modify Caching Arrays キャッシュアレイは一度作成されると変更できま

せん。 

2889 The requested Array modification is 
invalid 

アレイを再構成するときに、ドライブのリストの指定

にエラーがあります 

3000 Invalid Option このパラメーターに対して入力されているオプショ

ンの値は無効な値です。 

3001 Invalid Command コマンドが無効です。 

3002 Command Failed コントローラーが、コマンドについてエラーを返しま

した。 

3003 License Key Delete Failed HPE SSAは、ライセンスキーを削除できません。 

3004 Invalid Sector Size - 

3005 Cannot delete Array - 

3006 Invalid Number of Parity Groups - 

3007 Chassis name is too long - 

3008 Chassis name is already in use 入力されているシャーシ名は、別のコントローラーで

すでに使われています。 

3009 Auto Configure failed Auto Configureモードが、自動構成を完了できません

でした。 
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エラーコード エラーメッセージ コメントまたは説明 

3010 Cannot extend logical drive, not enough 
free space for the requested size 

- 

3011 Cannot extend logical drive, requested 
size is too small 

- 

3012 Cannot specify both SIZE and 
SHRINKSIZE 

入力ファイルで、SIZEパラメーターとSHRINKSIZE
パラメーターを同時に指定することはできません。 

3013 Cannot shrink Array アレイの縮小操作が失敗しました。 

3014 Cannot move Array アレイの移動操作が失敗しました。 

3015 Invalid operation - Advanced Pack 
support required 

要求されている操作には、有効なライセンスキーの入

力が必要です。 

3016 Spare drives cannot be specified by a 
count in Reconfigure mode 

Reconfigureモードでは、要求されているスペアドラ

イブをそのアドレスで指定する必要があります。番号

で指定することはできません。 

3017 Disk drives cannot be specified by a count 
in Reconfigure mode 

Reconfigureモードでは、要求されているデータドラ

イブをそのアドレスで指定する必要があります。番号

で指定することはできません。 

3018 Invalid number of physical disks - 

3019 Cannot create Array - no physical disks 
specified 

入力ファイルのDRIVEパラメーターで物理ディスク

を指定しないと、HPE SSAがアレイを作成すること

はできません。 

3020 SSP must be enabled in order to perform 
this operation 

SSPがサポートされ有効になっていないと、HPE 
SSAは指定されている操作を実行しません。 

3021 Invalid connection name - 

3022 The connectionname cannot be 
removed when the hostmode has a 
non-default value. 

- 

3023 Invalid Host Mode - 

3024 Invalid Adapter ID - 

3025 This controller does not have host mode 
modification capability 

- 

3026 You need to have administrator rights to 
continue. 

- 

3027 Another instance of HPE SSA is already 
running (possibly a service). Please 
terminate the HPE SSA application before 
running HPE SSA scripting. 

- 

3028 Invalid Drive Cache setting. Valid options 
are ENABLE and DISABLE. 

- 

3029 Invalid or out of order Command 入力構成ファイルのコマンドの順序を確認してくだ

さい。 

3030 Invalid or missing Array for Reconfigure Reconfigureモードで、ACUは有効なアレイの入力を

予想していますが、入力されていません。 

3031 Invalid or missing Filename for Firmware 
Update 

提供されたファームウェアファイル名は、有効なファ

イル名ではありません。 

3032 Firmware Update Failed コントローラーでのファームウェアフラッシュ操作

が失敗しました。 

3033 This controller has been configured with a 
more recent version of software. To 
prevent data loss, configuration changes 
to this controller are not allowed. Please 
upgrade to the latest version to be able to 
continue to configure this controller. 

SOULAPIの一部の変更には下位互換性がありませ

ん。このチェックにより、新しいバージョンで構成さ

れたコントローラーで旧バージョンのソフトウェア

を使用できず、場合によっては変更が無効になり、

データが壊れます。 

3034 Operations on this Array are temporarily 
unavailable while the Array is 
transforming. 

ユーザーから同時に要求された変更が多すぎます。た

とえば、ユーザーがアレイに新しいディスクを追加し

（アレイを拡張し）、アレイ上の論理ボリュームのサ
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エラーコード エラーメッセージ コメントまたは説明 
イズまたはRAIDレベルを変更した場合です。これを

解決する方法は、アレイの変換が完了するまでユー

ザーが待つことです。 

3035 Invalid value for NoBatteryWriteCache NOBATTERYWRITECACHEコマンドに問題があり

ます。提供された引数をチェックしてください。一部

のコントローラーは、この操作をサポートしません。 

3036 Cannot delete Logical Drive 指定された論理ドライブの削除試行中に問題が発生

しました。ドライブがOSによって使用中か、存在し

ないか、アレイ上の最後の論理ドライブでない場合が

あります。 

3038 The SplitMirror command is not valid for 
the specified Array 

操作を使用できません。古いアレイコントローラーま

たはファームウェアでは、このコマンドがサポートさ

れないことがあります。 

3046 This command is only available when 
running offline 

要求された操作をオンラインで実行できません。オフ

ラインでHPE SSAスクリプティングを起動し、

-offlineパラメーターを指定してください。 

3047 Caching Volume parameters are not valid 
for a data Volume 

指定されたパラメーターが該当しないか無効です。 

3048 Invalid Spare Mode - 

3049 Encryption Login Failed - 

3050 Encryption Login command is not 
available 

- 

3051 The Encryption command is not available - 

3052 The Zeroize command failed 暗号化構成の設定をゼロ化しようとしたときに、コン

トローラーファームウェアがエラーを返しました。 

3053 The Firmware Lock/Unlock failed ファームウェアをロックまたはロック解除しようと

したときに、コントローラーファームウェアがエラー

を返しました。 

3054 Unable to change the Key Manager Mode キーマネージャーモードを変更しようとしたときに、

コントローラーファームウェアがエラーを返しまし

た。 

3055 Unable to set the Key Encrypting Key キー暗号化キーの名前を設定しようとしたときに、コ

ントローラーファームウェアがエラーを返しました。 

3056 Unable to set the boot password ブートパスワードを設定しようとしたときに、コント

ローラーファームウェアがエラーを返しました。 

3057 Unable to set the boot password state ブートパスワード状態を設定しようとしたときに、コ

ントローラーファームウェアがエラーを返しました。 

3058 The controller does not support 
encryption 

暗号化をサポートしないコントローラー上で暗号化

コマンドの実行が試行されました。 

3059 Controller Encryption is disabled 暗号化が無効であるときに暗号化コマンドの実行が

試行されました。 

3060 Login required for this Encryption 
command 

暗号化コマンドを試行する前にログインが必要です。 

3061 Plaintext volumes are not allowed 暗号化構成を最初に構成するときに、プレーンテキス

トボリュームを将来作成するオプションが選択され

ませんでした。 

3062 Rekey of the encrypted volume failed 選択された論理ボリュームのキーを再設定しようと

したときに、コントローラーファームウェアがエラー

を返しました。 

3063 Plaintext to Ciphertext conversion of the 
volume failed 

論理ボリュームをプレーンテキストから暗号化テキ

ストに変換しようとしたときに、コントローラー

ファームウェアがエラーを返しました。 



 

操作 118 

エラーコード エラーメッセージ コメントまたは説明 

3064 Instant Secure Erase failed 選択された論理ボリュームで瞬時の暗号的消去を実

行しようとしたときに、コントローラーファームウェ

アがエラーを返しました。 

3065 Error changing the Controller Encryption 
Mode 

暗号化モード（オン/オフ）を変更しようとしたとき

に、コントローラーファームウェアがエラーを返しま

した。 

3066 Error - you must indicate acceptance of 
the End User License Agreement (EULA) 
using ACCEPTEULA=YES 

- 

3067 Unable to set the password 暗号化パスワードを設定しようとして失敗しました。 

3068 Unable to set the Recovery 
question/answer 

暗号化復旧の質問と回答のペアを設定しようとして

失敗しました。 

3100 SSD Smart Path is not supported - 

3101 The SSD Smart Path command failed - 

3102 Unable to lock controller. Make sure other 
instances of SSA, SSACLI, or 
SSASCRIPTING are not configuring this 
controller 

- 
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トラブルシューティング 

HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI 
ユーティリティについて 

以前は「アレイ診断ユーティリティ」と呼んでいたHPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLIは、シ

ステム内のストレージデバイスに関するすべての可能な情報を収集し、すべての問題を検出し、詳しい構成レポー

トを.zip形式で提供します。 

ソフトウェアをダウンロードしてインストールすると、オンライン環境でCLIとしてユーティリティを実行できます。

このユーティリティの機能は、オフライン環境で実行できるHPE Smart Storage Administratorの診断機能に反映さ

れています。 

ユーティリティは、2種類のレポートを生成します。 

• アレイ診断レポート 

このレポートには、アレイコントローラー、ストレージエンクロージャー、ドライブケージ、論理ドライブ、

物理ドライブ、テープドライブのようなすべてのデバイスに関する情報が含まれます。サポートされるソリッ

ドステートドライブについては、SmartSSD Wear Gauge情報も含まれます。 

• SmartSSD Wear Gaugeレポート 

このレポートには、システムに接続されているソリッドステートドライブの現在の使用レベルと予想寿命に関

する情報が含まれます。 

詳しくは、「報告される情報」（119ページ）を参照してください。 
 

報告される情報 
アレイ診断レポートは、デバイス（アレイコントローラー、ストレージエンクロージャー、ドライブケージ、物理

ドライブ、論理ドライブ、およびテープドライブ）に関する詳細な情報を提供します。 

たとえば、標準的な内蔵コントローラーのデバイス情報は次のとおりです。 

• ソフトウェアバージョン 

• エラー 

• コントローラー情報： 

o 名前 

o 装着デバイス 

o 説明 

o PCIバス 

o PCIデバイス 

o PCI機能 

• ドライブ情報： 

o インターフェイス 

o WWID 

o ドライブモデル 

o シリアル番号 
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o ファームウェアリビジョン 

o 合計ブロック数 

SmartSSD Wear Gaugeレポートには、システムに接続されているソリッドステートドライブの現在の使用レベル

と予想寿命に関する情報が含まれます。 

レポート要約ページには、検出されたSSDに関する以下の計算結果が表示されます。 

• ソリッドステートドライブ消耗ステータス合計 

• Smartアレイソリッドステートドライブ総数 

• 非Smartアレイソリッドステートドライブ総数 

• ソリッドステートSASドライブ総数 

• ソリッドステートSATAドライブ総数 

• ソリッドステートドライブ総数 

以上の合計に加えて、要約ページには以下の表も表示されます。 

• 消耗ステータスのあるソリッドステートドライブ 

• 予想される余命が56日未満のソリッドステートドライブ 

• 残り使用量が2%未満のソリッドステートドライブ 

• 残り使用量が5%未満のソリッドステートドライブ 

• Smartアレイコントローラー 

• 非Smartアレイコントローラー 

生成されたレポートはブラウザーに表示され、レポートページにはSmartSSDステータス表の以下のフィールドが

表示されます。 
    

フィールド 説明 

SSD Wear Status 次のいずれかのメッセージでSSD Wearステータスを示

します。 

• OK 
• Not Supported 
• The SmartSSD Wear Gauge log is full. Wear 

Gauge parameters are not available. 
• SSD has less than 5% usage remaining before 

wearout. 
• SSD has less than 2% usage remaining before 

wearout. 
• SSD has less than an estimated 56 days before it 

reaches the maximum usage limit for writes 
(wearout) and should be replaced as soon as 
possible. 

• SSD has less than 5% of usage remaining before 
wearout. It has less than an estimated 56 days 
before it reaches the maximum usage limit and 
should be replaced as soon as possible. 

• SSD has less than 2% of usage remaining before 
wearout. It has less than an estimated 56 days 
before it reaches the maximum usage limit and 
should be replaced as soon as possible. 

• SSD has reached the maximum rated usage limit 
for writes (wearout) and should be replaced 
immediately. 
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フィールド 説明 

Power Cycles SSDが電源オフ状態から電源がオンになった回数を示し

ます。 

Power On Hours SSDの電源がオンになっていた時間を示します。 

Estimated Life 
Remaining Based On 
Workload To Date 

SSD利用率が100%に達するまでの予想日数を示しま

す。SSD利用率が0%の場合、このフィールドは表示さ

れません。 

Usage Remaining 消耗していないSSDのパーセント（%）を示します。残

り使用量は、100%とSSD利用率%の差です。 

SSD Utilization 消耗したSSDのパーセント（%）を示します。 
 

 

ユーティリティのインストール 
1. HPE Smart Storage AdministratorのWebサイトhttp://www.hpe.com/servers/ssa（英語）にアクセスします。 

2. [Download software]をクリックします。 

3. OSを選択します。 

4. 希望のソフトウェアとバージョンを識別し、[Download]をクリックします。 

5. 実行可能ファイルを保存し、実行します。 

デフォルトで、ソフトウェアはC:\Program Files\HP System Tools\にインストールされます。 
 

CLIモードでのユーティリティの起動 
1. [スタート]、[アプリ]、[システムツール]、[Read Me]の順にクリックします。 

2. コマンドプロンプトを開きます。 

3. ssaducli.exeがインストールされているディレクトリに移動します（cd）。 

通常、このディレクトリはC:\Program Files\Smart Storage Administrator\ssaducli\binです。 

4. 次のいずれかを実行します。 

o 次のコマンドで診断レポートを生成します。 
ssaducli -f adu-report.zip 

o 次のコマンドでSmartSSD Wear Gaugeレポートを生成します。 
ssaducli -ssd -f ssd-report.zip 

他のオプションを表示するには、次のコマンドを使用します。 
ssaducli -help 

 

診断レポート手順 

診断レポートの表示 
1. ユーティリティを起動します（「CLIモードでのユーティリティの起動」（121ページ））。 

2. ユーティリティを使用して作成した.zipファイルにアクセスします。 

3. HTMLファイルを開いてレポートを表示します。 
 

診断レポートファイルの識別と表示 
診断レポート出力アーカイブには、以下のファイルが含まれます。 

• ADUReport.txt - テキスト形式の診断レポート 

http://www.hpe.com/servers/ssa
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• ADUReport.xml - XML形式の診断レポート 

• ADUReportViewer.htm - XML診断レポート用のHTMLビューアー 

• SlotX.txt (SlotX.old) - コントローラーのシリアル出力ログ 

シリアル出力ログファイルは、SmartアレイSAS/SATAイベント通知サービスがインストールされ、動作して

いる場合のみ使用できます。 

ブラウザーで診断レポートファイルを表示するには、以下の手順に従ってください。 

1. ADUReportViewer.htmをディレクトリに抽出します。 

2. ブラウザーでADUReportViewer.htmを開きます。 
 

SmartSSD Wear Gaugeレポート手順 

SmartSSD Wear Gaugeレポートの表示 
1. ユーティリティを起動します（「CLIモードでのユーティリティの起動」（121ページ））。 

2. ユーティリティを使用して作成した.zipファイルにアクセスします。 

3. HTMLファイルを開いてレポートを表示します。 
 

SmartSSD Wear Gaugeレポートファイルの識別と表示 
SmartSSD Wear Gaugeレポート出力アーカイブには、以下のファイルが含まれます。 

• SmartSSDWearGaugeReport.txt - テキスト形式のSmartSSD wear gaugeレポート 

• SmartSSDWearGaugeReport.json - JSON形式のSmartSSD wear gaugeレポート 

• SmartSSDWearGaugeReport.htm - JSON wear gaugeレポート用のHTMLビューアー 

ブラウザーでSmartSSD Wear Gaugeレポートファイルを表示するには、以下の手順に従ってください。 

1. 以下のファイルをディレクトリに抽出します。 

o SmartSSDWearGaugeReport.json 

o SmartSSDWearGaugeReport.htm 

すべてのファイルが同じディレクトリに存在する必要があります。 

2. ブラウザーでSmartSSDWearGaugeReport.htmを開きます。 
 

512e物理ドライブのサポート 
HPE Smart Storage Administratorは、512e物理ドライブに対する不適切な論理ドライブの境界整列によって生じる

パフォーマンスの問題を検出し、修正できます。 

以下のシナリオは、ドライブのサポートが必要であることを示しています。 

• 複数の論理ドライブが単一のアレイに存在します。 

• アレイは、1つまたは複数の512e物理ドライブで構成されています。 

• アレイ内の少なくとも1つの論理ドライブがネイティブのブロック境界に整列されていません。現在の512eド
ライブの場合は、ネイティブのブロックの境界は4Kです。 

応答として、HPE SSAは論理ドライブが最適に整列されていないこと、論理ドライブのパフォーマンスは最適とな

らないことを示す警告を表示します。さらに、アレイは、次のシナリオが満たされている場合、「論理ドライブの

再調整」ボタンを表示します。 

• ネイティブの4Kの境界に整列されるように論理ドライブを移動するにはアレイに十分な空きスペースがあり

ます。 
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• コントローラーはトランスフォーメーションを実行することができます（フル充電のバッテリーまたはキャパ

シターを接続したキャッシュモジュールが必要）。 

• コントローラーはSmartキャッシュを有効にしません。 
 

ドライブアレイとフォールトトレランス機能 

ドライブアレイ 
家庭で使用する場合には、1台の物理（ハードディスク）ドライブが提供する容量とパフォーマンスで十分ですが、 
ビジネスで使用する場合は、より以上のストレージ容量、データ転送速度、およびドライブ障害時のデータ消失に

対する保護が必要です。 

システムに物理ドライブ（図のPn）を追加するだけで、総ストレージ容量は増加します。ただし、データは一度に

1台の物理ドライブにしか転送できないので、読み出し/書き込み（R/W）動作の効率はほとんど向上しません。 
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システムにアレイコントローラーをインストールすると、複数の物理ドライブの容量を結合して、論理ドライブ（論

理ボリュームとも呼ばれ、この項の図ではLnで示されている）と呼ばれる1つまたは複数の仮想ユニットを作成す

ることができます。次に、これを構成するすべての物理ドライブの読み出し/書き込みヘッドは、同時にアクティブ

になるため、データ転送に必要な総時間は削減されます。 

 

読み出し/書き込みヘッドが同時にアクティブになるので、各ドライブには同じ時間で同じ容量のデータが書き込ま

れます。データの各単位はブロック（図ではBnで示されている）と呼ばれ、隣接するブロックは、論理ドライブを

構成する物理ドライブ全体にわたってデータのストライプ（Sn）を形成します。 

 

論理ドライブのデータの読み出しを可能にするには、各ストライプ内のデータブロックシーケンスが同じでなけれ

ばなりません。この配列プロセスは、アレイコントローラーが実行します。アレイコントローラーは、データブロッ

クをドライブの書き込みヘッドに正しい順序で送信します。 

ストライピングプロセスの結果として、特定の論理ドライブ内の各物理ドライブは、同じ量のデータを保存します。

1台の物理ドライブの容量が同一論理ドライブ内の他の物理ドライブのものより大きい場合、論理ドライブは大きい

方のドライブで小さい方のドライブと同じ容量しか使用できないので、容量が無駄になります。 

論理ドライブを含む物理ドライブのグループは、ドライブアレイまたは単にアレイ（図ではAnで示されている）と

呼ばれます。通常は、アレイ内のすべての物理ドライブが1つの論理ドライブに構成されるので、アレイという用語
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が論理ドライブの同義語として使用されることもよくあります。ただし、アレイは、異なるサイズの複数の論理ド

ライブをそれぞれ含むことができます。 

 

アレイ内の各論理ドライブは、アレイ内のすべての物理ドライブに分散されます。また、論理ドライブは、同じコ

ントローラーの複数のポートにまたがることはできますが、複数のコントローラーにまたがることはできません。 

ドライブ障害は、まれにしか発生しませんが、致命的な状態に結びつく可能性があります。前の図のようなアレイ

の場合、アレイを構成する物理ドライブのいずれかが故障すると、そのアレイに含まれるすべての論理ドライブの

データは永久に消失します。物理ドライブが故障した場合のデータの消失を防ぐために、論理ドライブにフォール

トトレランス機能を構成してください（「フォールトトレランス機能」（126ページ））。 

データ消失に対する保護機能を強化するために、RAID 0以外の構成では、ドライブをオンラインスペア（ホットスペ

ア）として割り当てることができます。オンラインスペアは、データを含まないドライブで、アレイと同じコントロー

ラーに接続されます。アレイ内の他の物理ドライブが故障すると、コントローラーは、故障したドライブに保存され

ていた情報を、オンラインスペアに自動的に再構築します。このため、オンラインスペアはなくなりますが、システ

ムは完全なRAIDレベルのデータ保護状態に復旧されます （ただし、可能性の低いことですが、データをスペアに再

書き込みしている間にアレイの別のドライブが故障すると、論理ドライブは、障害から復旧できません）。 

オンラインスペアは、構成されると、自動的に同じアレイ内のすべての論理ドライブに割り当てられます。また、

独立したオンラインスペアを各アレイに割り当てる必要はなく、 複数のアレイがすべて同一コントローラーに接続

されている場合、1台のハードディスクドライブを複数のアレイに対するオンラインスペアに構成できます。 
 

論理ドライブでのハードディスクドライブ障害の影響 
ドライブに障害が発生すると、同じアレイに含まれるすべての論理ドライブに影響します。アレイの各論理ドライ

ブが異なるフォールトトレランス機能を使用している場合があります。そのため、各論理ドライブへの影響は異な

ります。 

• RAID 0構成は、ドライブ障害に耐えることができません。アレイ内の物理ドライブに障害が発生すると、同

じアレイ内のすべてのRAID 0論理ドライブにも障害が発生します。 

• RAID 1およびRAID 10構成は、故障したドライブが相互にミラー化されていなければ複数のドライブの障害に

耐えることができます。 

• RAID 5構成は、1台のドライブの障害に耐えることができます。 

• RAID 50構成は、各パリティグループ内の1台のドライブの障害に耐えることができます。 

• RAID 6構成は、同時に発生する2台のドライブの障害に耐えることができます。 

• RAID 60構成は、各パリティグループ内の2台のドライブの障害に耐えることができます。 
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• RAID 1（ADM）およびRAID 10（ADM）構成は、相互にミラー化されている2台を超えるドライブが故障して

いなければ、複数のドライブ障害に耐えることができます。 
 

フォールトトレランス機能 
フォールトトレランス機能には、いくつかの種類があります。Smartアレイコントローラーを使用している場合に

最もよく利用されるのは、ハードウェアベースのRAID機能です。 

このRAID機能の代わりに使用されることがある2つのフォールトトレランス機能についても説明しています（「そ

の他のフォールトトレランス機能」（133ページ））。ただし、ハードウェアベースのRAID機能の方がはるかに堅

牢で制御しやすいフォールトトレランス環境を提供するので、これらの代替フォールトトレランス機能はほとんど

使用されません。 
 

RAID 0 - フォールトトレランスなし 
RAID 0構成には、データストライピング機能はありますが、ドライブ障害時にデータの消失を防ぐ機能はありませ

ん。ただし、重要度の低いデータを大量に保存する高速ストレージ（たとえば、印刷、画像編集用）で使用する場

合、またはコストが最も重要な考慮事項となる場合には役立ちます。 

 

長所： 

• どのRAID機能よりも高い書き込み性能 

• どのRAID機能よりも低い、保存するデータ単位当たりのコスト 

• すべてのドライブ容量をデータ保存に使用（フォールトトレランス機能に容量を必要としない） 

短所： 

• 物理ドライブが故障すると、論理ドライブのすべてのデータが消失する 

• オンラインスペアを使用できない  

• 外付ドライブへのバックアップ以外にデータ保護の方法がない 
 

RAID 1およびRAID 1+0（RAID 10） 
RAID 1およびRAID 1+0（RAID 10）構成では、データが2台目のドライブに複製されます。 
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アレイにただ2台の物理ドライブが含まれる場合、このフォールトトレランス方式をRAID 1と呼びます。 

 

アレイに3台以上の物理ドライブが含まれ、ドライブが2台1組でミラー化される場合、このフォールトトレランス

方式をRAID 1+0またはRAID 10と呼びます。 

 

ミラーリングされている各ペアでは、他の要求に対する応答のためにビジー状態になっていない物理ドライブは、

アレイに送信されるいずれの読み出し要求にも答えます。この動作は、負荷分散と呼ばれます。物理ドライブが故

障している場合、ペアでミラーリングされている残りのドライブが必要なデータをすべて提供できます。2台の故障

したドライブが同一のミラーリングペアを構成している場合以外は、アレイ内の複数のドライブが故障しても、デー

タが消失することはありません。 

このフォールトトレランス方式は、物理ドライブのコストよりも、高性能とデータ保護が重要な場合に適してい

ます。 

長所： 

• どのフォールトトレランス構成よりも2番目に高い読み出し性能 

• 故障したドライブが別の故障したドライブとミラーリングされていない限り、データは失われない 

• アレイ内の物理ドライブの半分が故障してもデータが消失しない可能性がある 
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短所： 

• フォールトトレランスに多くのドライブを必要とするために、コストが高い 

• 使用できるデータストレージは、総ドライブ容量の半分 
 

RAID 1（ADM）およびRAID 10（ADM） 
RAID 1（ADM）およびRAID 10（ADM）構成では、データは2台の追加ドライブに複製されます。 

アレイにただ3台の物理ドライブが含まれる場合、このフォールトトレランス方式をRAID 1（ADM）と呼びます。 

 

アレイに4台以上の物理ドライブが含まれ、ドライブが3台1組でミラー化される場合、このフォールトトレランス

方式をRAID 10（ADM）と呼びます。 

 

ミラーリングされている各トリオでは、他の要求に対する応答のためにビジー状態になっていない物理ドライブは、

アレイに送信されるいずれの読み出し要求にも答えます。この動作は、負荷分散と呼ばれます。物理ドライブが故

障している場合、トリオでミラーリングされている2台のドライブが必要なデータをすべて提供できます。3台の故

障したドライブが同一のミラーリングトリオを構成している場合以外は、アレイ内の複数のドライブが故障しても、

データが消失することはありません。 
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このフォールトトレランス方式は、物理ドライブのコストよりも、高性能とデータ保護が重要な場合に適してい

ます。 

長所： 

• どのフォールトトレランス構成よりも高い読み出し性能 

• 故障した2台のドライブが別の故障したドライブとミラーリングされていない限り、2台のドライブが故障して

も、データは失われない 

• アレイ内の物理ドライブの2/3が故障してもデータが消失しない可能性がある 

短所： 

• フォールトトレランスに多くのドライブを必要とするために、コストが高い 

• 使用できるデータストレージは、総ドライブ容量の1/3 
 

RAID 5 - 分散データガーディング 
RAID 5構成では、パリティデータ（図ではPx,yで示されている）によってデータが保護されます。このパリティデー

タは、ストライプごとに、そのストライプ内の他のすべてのブロックに書き込まれるユーザーデータから計算され

ます。パリティデータブロックは、論理ドライブ内のすべての物理ドライブに均等に分散されます。 

 

物理ドライブが故障すると、故障したドライブのデータは、アレイ内の他のドライブに保存されている残りのパリ

ティデータとユーザーデータから計算できます。復旧データは、再構築と呼ばれる処理の実行中、通常は、オンラ

インスペアに書き込まれます。 

この構成は、コスト、性能、およびデータ可用性が同程度に重要な場合に適しています。 

長所： 

• 読み出し性能が高い  

• 物理ドライブが1台故障してもデータは失われない  

• RAID 1+0を使用するよりも使用できるドライブ容量が大きい - パリティ情報が必要なストレージ容量は、物

理ドライブ1台分だけ 

短所： 

• 書き込み性能が相対的に低い 

• 最初に故障したドライブのデータが再構築される前に別のドライブが故障すると、データが消失する 
 



 

トラブルシューティング 130 

RAID 6（ADG）- アドバンストデータガーディング 
  

 注：一部のコントローラーはRAID 6（ADG）をサポートしません。 

  

RAID 6（ADG）は、RAID 5と同じように、パリティ情報を生成および保存することによってドライブ障害時のデー

タ消失を防止します。ただし、RAID 6（ADG）では、異なる2セットのパリティデータ（図ではPx,yとQx,yで示さ

れている）を使用します。これにより、2台のドライブが故障した場合でも、データを保護できます。パリティデー

タの各セットは、構成ドライブ1台分の容量を消費します。 

 

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

長所： 

• 読み出し性能が高い  

• データ可用性が高い - 同時に2台のドライブが故障しても重要なデータが消失しない 

• RAID 1+0を使用するよりも使用できるドライブ容量が大きい - パリティ情報が必要なストレージ容量は、物

理ドライブ2台分だけ 

短所： 

RAID 6（ADG）の主な短所は、2セットのパリティデータが必要であるために書き込み性能が相対的に（RAID 5よ
りも）低くなるということです。 
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RAID 50 
RAID 50は、ハードディスクドライブを複数の同一のRAID 5論理ドライブセット（パリティグループ）に構成する

ネスト型のRAID方式です。RAID 50の最小構成は、6台のドライブを3台のドライブからなる2つのパリティグルー

プに分割した構成です。 

 

ドライブを可能な最大数のパリティグループに構成すると、任意数のハードディスクドライブで、データ消失の確

率が最小になります。たとえば、3台のドライブからなる4つのパリティグループは、4台のドライブからなる3つの

パリティグループより安定しています。ただし、パリティグループの数が多いほど、アレイに保存できるデータの

量が少なくなります。 

RAID 50は、特に大規模データベース、ファイルサーバー、およびアプリケーションサーバーで有用です。 

長所： 

• RAID 5より高性能（特に書き込み時） 

• RAID 0またはRAID 5より優れたフォールトトレランス 

• 障害が発生したドライブが異なるパリティグループに属する場合、データの消失なしに最大n台の物理ドライ

ブの故障に耐えられる（nはパリティグループの数） 

短所： 

• 最初に障害が発生したドライブのデータが再構築される前に、同じパリティグループ内の2番目のドライブに

障害が発生すると、すべてのデータが失われる 

• 冗長データやパリティデータを保存するために、ネスト型でないRAID方式より多くのアレイ容量を使用する 
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RAID 60 
RAID 60は、ハードディスクドライブを複数の同一のRAID 6論理ドライブセット（パリティグループ）に構成する

ネスト型のRAID方式です。RAID 60の最小構成は、8台のドライブを4台のドライブからなる2つのパリティグルー

プに分割した構成です。 

 

ドライブを可能な最大数のパリティグループに構成すると、任意数のハードディスクドライブで、データ消失の確

率が最小になります。たとえば、4台のドライブからなる5つのパリティグループは、5台のドライブからなる4つの

パリティグループより安定しています。ただし、パリティグループの数が多いほど、アレイに保存できるデータの

量が少なくなります。 

RAID 60は、特にデータアーカイブソリューションや高可用性ソリューションで有用です。 

長所： 

• RAID 6より高性能（特に書き込み時） 

• RAID 0またはRAID 6より優れたフォールトトレランス 

• 障害が発生したドライブが異なるパリティグループに属する場合、データの消失なしに最大2n台の物理ドライ

ブの故障に耐えられる（nはパリティグループの数） 

短所： 

• パリティグループ内で障害が発生した2台のドライブのいずれかのデータが再構築される前に、そのパリティ

グループ内の3番目のドライブに障害が発生すると、すべてのデータが失われる 

• 冗長データやパリティデータを保存するために、ネスト型でないRAID方式より多くのアレイ容量を使用する 
 

ハードウェアベースのRAID方式の比較 
すべてのコントローラーがすべてのRAIDレベルをサポートしているわけではありません。一部のRAIDレベルをサ

ポートするには、SmartアレイG6およびG7のコントローラーにSAAP（「SAAPについて」（137ページ））が必要

です。 
    

項目 RAID 0 RAID 1+0 RAID 5 RAID 6
（ADG） 

RAID 1（0）
（ADM） 

別名 ストライピン

グ（フォール 
トトレランス

なし） 

ミラーリング 分散データ 
ガーディング 

アドバンスト

データ 
ガーディング 

アドバンスト

データ 
ミラーリング 
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項目 RAID 0 RAID 1+0 RAID 5 RAID 6
（ADG） 

RAID 1（0）
（ADM） 

データ用に使用可能なドライブ

数の公式（n = アレイ内のドライ

ブの合計台数） 

n n/2 n-1 n-2 n/3 

使用可能なドライブ容量の割合* 100% 50% 67～93% 50～96% 33% 

物理ドライブの最小台数 1 2 3 4 3 

1台の物理ドライブの障害に対

する耐性 
なし あり あり あり あり 

複数の物理ドライブに同時に障

害が発生した場合の耐性 
なし 障害が発生し

た 2台のドラ

イブが同じミ

ラーリングペ

アのドライブ

でない場合に

のみ耐性あり 

なし あり 3台のドライブ

が同じミラー

グループにな

い場合にのみ

耐性あり** 

読み出し性能 高 高 高 高 高 

書き込み性能 高 中 低 低 中 

相対コスト 低 高 中 中 非常に高い 
 

*使用可能なドライブ容量の割合の値は、次のことを前提にして計算されています。（1）アレイ内のすべての物理ドライ

ブが同じ容量である。（2）オンラインスペアが使用されていない。（3）RAID 5の場合、1つのアレイで使用されている

物理ドライブが14台以下である。（4）RAID 6（ADG）の場合、使用されている物理ドライブが56台以下である。 
**ミラーグループには、各ミラーの物理ドライブが含まれます。 

 

RAID方式の選択 
すべてのコントローラーがすべてのRAIDレベルをサポートしているわけではありません。ご使用のコントローラー

のRAID機能については、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/servers/smartarray（英語）

にある、コントローラーモデル固有の情報を参照してください。 
       

最も重要な要素 次に重要な要素 推奨されるRAIDレベル 

フォールトトレランス コスト効率 
I/Oパフォーマンス 

RAID 6 
RAID 10（ADM）、RAID 1+0、RAID 50、RAID 60 

コスト効率 フォールトトレランス 
I/Oパフォーマンス 

RAID 6 
RAID 5（フォールトトレランスが不要であればRAID 0） 

I/Oパフォーマンス コスト効率 
フォールトトレランス 

RAID 5（フォールトトレランスが不要であればRAID 0） 
RAID 10（ADM）、RAID 1+0、RAID 50、RAID 60 

 
 

その他のフォールトトレランス機能 
ご使用のオペレーティングシステムが、ソフトウェアベースのRAIDまたはコントローラーデュプレキシングもサ

ポートしている場合があります。 

• ソフトウェアベースのRAIDは、オペレーティングシステムが論理ドライブを物理ドライブとみなして使用す

るという点を除いて、ハードウェアベースのRAIDに似ています。物理ドライブの故障によるデータの消失を

防止するために、各論理ドライブは、それぞれ別のアレイに含まれていなければなりません。 

• コントローラーデュプレキシングは、2枚の同じコントローラーと、同一のデータを保存する独立した同じド

ライブセットを使用します。1枚のコントローラーに障害が発生しても、残りのコントローラーとドライブが、

すべての要求を処理します。 

これらの代替フォールトトレランス機能では、オンラインスペアや自動データ復旧はサポートされず、自動信頼性

監視機能や暫定データ復旧もサポートされません。 

これらの代替機能のいずれかを使用する場合は、最大ストレージ容量を確保するために、RAID 0でアレイを構成し

てください。実装方法について詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。 
 

http://www.hpe.com/servers/smartarray
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アレイ問題の診断 

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

用します。 

• イベント通知サービス 
このユーティリティは、アレイイベントをMicrosoft WindowsシステムイベントログおよびIMLに報告します。

このユーティリティは、SmartStart CDおよびHewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/ 
support/hpescから入手できます。製品情報を求められたら、サーバーのモデル名を入力してください。 

• HPE Insight Diagnostics 

Insight Diagnosticsは、システムのハードウェア構成に関する情報を表示したり、システムやそのコンポーネ

ント（Smartアレイコントローラーに接続されているドライブを含む）に対してテストを実行したりするツー

ルです。このユーティリティは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/Insi
ghtDiagnostics）で入手できます。 

• POSTメッセージ  

Smartアレイコントローラーは、再起動時に診断エラーメッセージ（POSTメッセージ）を生成します。多く

のPOSTメッセージは、修正処置を提示します。POSTメッセージについて詳しくは、『ProLiantサーバート

ラブルシューティングガイド』を参照してください。 

• HPE Smart Storage Administrator 
新しい製品については、HPE SSA v9.0以降によってアレイ診断を実行できます。このユーティリティは、

ProLiant Gen8以降のサーバーのIntelligent Provisioningを通じて使用できますが、Hewlett Packard Enterprise
のWebサイトhttp://www.hpe.com/support/hpescからも入手できます。HPE SSAについて詳しくは、「SSA
について」（「HPE SSAについて」（5ページ））を参照してください。エラーメッセージについて詳しくは、

『ProLiantサーバートラブルシューティングガイド』を参照してください。 

• HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI 
このスタンドアロンの診断ユーティリティは、アレイコントローラー、ストレージエンクロージャー、ドライ

ブケージ、論理ドライブ、物理ドライブ、およびテープドライブに関する構成とエラー情報を提供します。サ

ポートされるSSDについて、ユーティリティは現在の使用レベルと予想寿命を提供します。詳しくは、「Smart 
Storage Administrator Diagnostics Utility CLI」（「 HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI」
（119ページ））を参照してください。 

 

トラブルシューティング情報の入手先 
ProLiant G7（および以前の）製品 

『HPE ProLiantサーバートラブルシューティングガイド』は、ProLiantサーバーおよびサーバーブレードについて、

一般的な問題を解決するための手順を紹介し、障害を特定し識別するための一連の包括的な対策、エラーメッセー

ジの意味、問題の解決方法、およびソフトウェアのメンテナンスについて説明しています。このガイドには、複雑

なトラブルシューティングプロセスを正しい手順で進めていくのに役立つ、問題別のフローチャートが用意されて

います。このガイドを表示するには、言語を選択してください。 

• 英語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_en） 

• フランス語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_fr） 

• イタリア語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_it） 

• スペイン語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_sp） 

• ドイツ語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_gr） 

• オランダ語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_nl） 

• 日本語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_jp） 

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/InsightDiagnostics
http://www.hpe.com/info/InsightDiagnostics
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_en
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_fr
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_it
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_sp
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_gr
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_nl
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_jp
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• 『HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guide』には、BladeSystem c-Classエンクロージャー

のトラブルシューティングの手順および解決策が掲載されています。このガイドでは、Insight Displayを使用

したエンクロージャーのトラブルシューティング方法が紹介されており、トラブルシューティングプロセスを

正しい手順で進めていくために役立つフローチャートが用意されています。このガイドを参照するには、

Hewlett Packard Enterprise websiteのWebサイトhttp://www.hpe.com/support/BladeSystem_Enclosure_ 
TSG_en（英語）にアクセスしてください。 

ProLiant Gen8製品 

『HP ProLiant Gen8トラブルシューティングガイド、ボリュームI：トラブルシューティング』は、ProLiantサーバー

およびサーバーブレードについて、一般的な問題を解決するための手順を紹介し、障害を特定し識別するための一

連の包括的な対策、問題の解決方法、およびソフトウェアのメンテナンスについて説明しています。このガイドを

表示するには、言語を選択してください。 

• 英語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_en） 

• フランス語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_fr） 

• スペイン語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_sp） 

• ドイツ語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_gr） 

• 日本語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_jp） 

• 簡体字中国語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_sc） 

『HP ProLiant Gen8トラブルシューティングガイド、ボリュームII：エラーメッセージ』は、エラーメッセージの

リストを提供し、ProLiantサーバーおよびサーバーブレードのエラーメッセージの意味と解決方法について説明し

ています。このガイドを表示するには、言語を選択してください。 

• 英語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_en） 

• フランス語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_fr） 

• スペイン語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_sp） 

• ドイツ語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_gr） 

• 日本語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_jp） 

• 簡体字中国語（http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_sc） 

ProLiant Gen9製品 

『HPE ProLiant Gen9トラブルシューティングガイド、ボリュームII：エラーメッセージ』は、エラーメッセージの

リストを提供し、ProLiantサーバーおよびサーバーブレードのエラーメッセージの意味と解決方法について説明し

ています。このガイドを表示するには、言語を選択してください。 

• 英語（http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_en） 

• フランス語（http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_fr） 

• スペイン語（http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_es） 

• ドイツ語（http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_de） 

• 日本語（http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_ja） 

• 簡体字中国語（http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_zh_cn） 

http://www.hpe.com/support/BladeSystem_Enclosure_TSG_en
http://www.hpe.com/support/BladeSystem_Enclosure_TSG_en
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_en
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_fr
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_sp
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_gr
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_jp
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_v1_sc
http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_en
http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_fr
http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_sp
http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_gr
http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_jp
http://www.hpe.com/support/ProLiant_EMG_v1_sc
http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_en
http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_fr
http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_es
http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_de
http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_ja
http://www.hpe.com/support/Gen9_EMG_zh_cn
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オプションのコンポーネント 

HPE Secure Encryption 
HPE Secure Encryptionは、HPE Smartアレイコントローラーに接続されているあらゆる大容量ストレージに保管さ

れているデータを保護するための、コントローラーベースのエンタープライズクラスのデータ暗号化ソリューショ

ンです。このソリューションは、ローカル展開とリモート展開の両方で利用でき、HPE Smartキャッシュと組み合

わせて機能します。 

HPE Secure Encryptionは、すべてのビジネスデータや、ミッションクリティカルであるため一段高い保護レベルが

必要とされるデータなどの機密性の高いデータを保護する機能を持っています。保護の実行は、データ暗号化キー

の使用と単純な展開方法を通じて行われます。政府の規制を受けている多くの企業では、機密性の高いデータを安

全に保護し、危険にさらさないようにすることが求められています。HPE Secure Encryptionでは、FIPS-140-2
（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/fips140-2/FIPS1402IG.pdf）の妥当性検査が完了していま

す。保管されているすべてのデータが保護されるだけでなく、書き込みキャッシュメカニズムに使用される、FBWC
モジュールに存在するあらゆるデータも暗号化されます。 

暗号化マネージャーを使用することにより、HPE Secure Encryptionの機能にアクセスして、HPE Enterprise Secure 
Key Managerによるキー管理やパスワードの管理といったタスクを実行できます。HPE SSAのオプションの暗号化

ソリューションについて詳しくは、『HPE Secure Encryptionインストール/ユーザーガイド』を参照してください。 

ライセンスキーを購入するには、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/enterprise/ 
docsにあるHPE Secure Encryption製品のページを参照してください。 

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/fips140-2/FIPS1402IG.pdf
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
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HPE Smart Array Advanced Pack 

SAAPについて 
SAAPは、一部のSmartアレイコントローラーのファームウェアに組み込まれる高度な追加機能を1つにまとめた製

品です。SAAPを通じて現在利用可能な機能について詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト

http://www.hpe.com/info/enterprise/docsを参照してください。 

SmartアレイG6またはG7コントローラーのSAAPライセンスは、提供が中止されたため購入できなくなりました。

SmartアレイGen8コントローラーでは、コントローラーのファームウェアを更新してSAAPの高度な機能を利用し

てください。ライセンスは不要です。高度な機能について詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト

http://www.hpe.com/info/qs（英語）にあるSAAPのQuickSpecsを参照してください。 

ライセンスキーをインストールしてSAAPをアクティブにするには、次のいずれかの方法を使用してください。 

• HPE Smart CLIを使用したライセンスキーのインストール 

• HPE SSAスクリプティングを使用したライセンスキーのインストール（「LicenseKey、DeleteLicenseKey」
（96ページ）） 

SAAPの機能の中には、HPE SSAで高度な構成タスクを行う必要のあるものがあります。そのような作業のリスト

については、「構成タスクのサポート」（6ページ）を参照してください。 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/qs
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頭字語と略語 

ACU 
Array Configuration Utility。アレイコンフィギュレーションユーティリティ 

 

ADG 
Advanced Data Guarding。アドバンストデータガーディング（RAID 6とも呼ばれます） 

 

ADM 
Advanced Data Mirroring。アドバンストデータミラーリング 

 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol 

 

FLS 
Flexible Latency Scheduler 

 

HPE SSA 
HPE Smart Storage Administrator 

 

iLO 
Integrated Lights-Out 

 

ISO 
International Organization for Standardization。国際標準化機構 

 

POST 
Power-On Self-Test。電源投入時セルフテスト 

 

PXE 
Preboot Execution Environment 

 

RIS 
reserve information sector。リザーブインフォメーションセクター 

 

SAAP 
Smart Array Advanced Pack 

 

SAS 
serial attached SCSI。シリアル接続SCSI 

 

SATA 
serial ATA。シリアルATA 
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SMART 
self-monitoring analysis and reporting technology 

 

SSD 
solid-state drive。ソリッドステートドライブ 

 

SSP 
Selective Storage Presentation。セレクティブストレージプレゼンテーション 

 

TFTP 
Trivial File Transfer Protocol 

 

WBEM 
Web-Based Enterprise Management 

 

WWN 
World Wide Name 
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