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コンポーネントの説明 

コントローラーのコンポーネント 
ケーブルの構成およびトラブルシューティングに役立つように、コントローラー上にコネクターの名前

がシルクスクリーン印刷されています。コネクターおよびその他のコンポーネントの位置については、

該当するコントローラー固有のセクションを参照してください。 
 

P212 の各部 

 
 

番号 説明 
1 ポート 1E（Mini-SAS 4x コネクター） 

2 ポート 2I（Mini-SAS 4x コネクター） 

3 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます） 

4 ステータス LED（ランタイム LED）。詳しくは、「コントローラー

ボードのランタイム LED」（16 ページ）を参照してください。 

5 （キャッシュ背面）キャッシュを BBWC にアップグレードするオプ

ションのキャッシュバッテリへのケーブル用コネクター 
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P222 の各部 
LED の位置およびステータスについては、「P222 LED」（19 ページ）を参照してください。 

 
 

番号 説明 
1 ポート 1E（Mini-SAS 4x コネクター） 

2 ポート 2I（Mini-SAS 4x コネクター） 

3 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます） 

4 コンデンサーパックケーブルコネクター 
 

 

P400 の各部（前面側コネクター付きモデル） 

 
 

番号 説明 
1 ポート 2I（SAS 4x コネクター） 

2 ポート 1I（SAS 4x コネクター） 
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番号 説明 
3 キャッシュモジュールコネクター 

4 ランタイム LED。「コントローラーボードランタイム LED」 
（16 ページ）を参照してください。 

5 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます）。

キャッシュを BBWC にアップグレードするオプションのバッテリ

パックへのケーブルのコネクターを示します 
 

 

P400 の各部（背面側コネクター付きモデル） 

 
 

番号 説明 
1 キャッシュモジュールコネクター 

2 ポート 1I（SAS 4x コネクター） 

3 ランタイム LED。「コントローラーボードランタイム LED」（16
ページ）を参照してください。 

4 ポート 2I（SAS 4x コネクター） 

5 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます）。

キャッシュを BBWC にアップグレードするオプションのバッテリ

パックへのケーブルのコネクターを示します 
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P410 の各部 

 
 

番号 説明 
1 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます） 

2 ランタイム LED。「コントローラーボードランタイム LED」 
（16 ページ）を参照してください。 

3 （キャッシュ背面）キャッシュを BBWC にアップグレードするオプ

ションのキャッシュバッテリへのケーブル用コネクター 
（図なし）BBWC オプションを選択しなくても、コントローラーは

FBWC モジュールとコンデンサーパックをサポートします。 

4 ポート 1I（Mini-SAS 4x コネクター） 

5 ポート 2I（Mini-SAS 4x コネクター） 
 

 

P411 の各部 

 
 

番号 説明 
1 ポート 1E および 2E（Mini-SAS 4x コネクター） 

2 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます） 

3 ランタイム LED。「コントローラーボードランタイム LED」 
（16 ページ）を参照してください。 

4 （キャッシュ背面）キャッシュを BBWC にアップグレードするオプ
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番号 説明 
ションのキャッシュバッテリへのケーブル用コネクター 
（図なし）BBWC オプションを選択しなくても、コントローラーは

FBWC モジュールとコンデンサーパックをサポートします。 
 

 

P420 の各部 
LED の位置およびステータスについては、「P420 LED」（19 ページ）を参照してください。 

 
 

番号 説明 
1 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます） 

2 コンデンサーパックケーブルコネクター 

3 ポート 2I（Mini-SAS 4x コネクター） 

4 ポート 1I（Mini-SAS 4x コネクター） 
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P421 の各部 
LED の位置およびステータスについては、「P421 LED」（20 ページ）を参照してください。 

 
 

番号 説明 
1 ポート 1E（Mini-SAS 4x コネクター） 

2 ポート 2E（Mini-SAS 4x コネクター） 

3 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます） 

4 コンデンサーパックケーブルコネクター 
 

 

E500 の各部 

 
 

番号 説明 
1 ポート 1E（Mini-SAS 4x コネクター） 

2 ポート 2E（Mini-SAS 4x コネクター） 
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番号 説明 
3 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます）。

キャッシュを BBWC にアップグレードするオプションのバッテリ

パックへのケーブルのコネクターを示します 
 

 

P700m の各部 

 
 

番号 説明 
1 ランタイム LED。「コントローラーボードランタイム LED」 

（16 ページ）を参照してください。 

2 コネクター（HPE ProLiant サーバーでは使用されません） 

3 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます） 

4 キャッシュを BBWC にアップグレードするオプションのキャッ

シュバッテリへのケーブル用コネクター。このコネクターは、一部

の P700m モデルにはありません。 

5 メザニンコネクター 
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P711m の各部 

 
 

番号 説明 
1 メザニンコネクター 

2 ランタイム LED。「コントローラーボードランタイム LED」 
（16 ページ）を参照してください。 

3 キャッシュモジュール 
 

 

P712m の各部 

 
 

番号 説明 
1 メザニンコネクター 

2 ランタイム LED。「コントローラーボードランタイム LED」 
（16 ページ）を参照してください。 

3 SAS/SATA コネクター 
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番号 説明 
4 SAS/SATA コネクター 

5 キャッシュモジュール（一部のモデルでは使用できません） 
 

 

P721m の各部 
LED の位置およびステータスについては、「P721 LED」（23 ページ）を参照してください。 

 
 

番号 説明 
1 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます） 

2 コンデンサーパックケーブルコネクター 
 

 

P800 の各部 
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番号 説明 
1 ポート 1E および 2E（Mini-SAS 4x コネクター） 

2 ハートビート LED（正常に動作している場合は緑色で点滅し、ボー

ドで障害が発生している場合はオレンジ色で点滅します） 

3 外部ポートのアクティビティ LED 

4 ポート 3I（Mini-SAS 4x コネクター） 

5 ポート 4I（Mini-SAS 4x コネクター） 

6 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます） 

7 （オプション）キャッシュモジュール用バッテリ 
通常は 2 個のバッテリで十分ですが、システム電源の損失に備えて、

3個目のバッテリを追加してセキュリティを強化することもでき

ます。 
 

 

P812 の各部 

 
 

番号 説明 
1 ポート 1E、2E、3E、および 4E（Mini-SAS 4x コネクター） 

2 ポート 6I（Mini-SAS 4x コネクター） 

3 ポート 5I（Mini-SAS 4x コネクター） 

4 キャッシュモジュール（アレイアクセラレータとも呼ばれます） 

5 キャッシュモジュール用コンデンサーパック 
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P822 の各部 

 
 

番号 説明 
1 ポート 1E、2E、3E、および 4E（Mini-SAS 4x コネクター） 

2 ポート 5I（Mini-SAS 4x コネクター） 

3 ポート 6I（Mini-SAS 4x コネクター） 

4 キャッシュモジュール 

5 キャッシュモジュール用コンデンサーパックコネクター 
 

 

コントローラーボードランタイム LED 
サーバーの電源の投入直後に、POST シーケンスの一部として、コントローラーランタイム LED が事前

に定義されたパターンで短い時間点灯します。サーバー動作中の他のすべての時間では、ランタイム

LED の点灯パターンは、コントローラーのステータスを示します。コントローラーのステータスを決定

するには、該当するコントローラーの項を参照してください。 
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P212、P410、および P411 の LED 

 
 

LED ID 色 名前 コメント 
1 オレンジ色 DS9：システムエラー コントローラーASIC がロックアップしており、

どのコマンドも処理できません。 

2 緑色 DS8：アイドルタスク この LED は、ガスペダル LED（次項目）ととも

に、コントローラーの CPU 動作を示します。詳

しくは、次の表を参照してください。 

3 緑色 DS7：ガスペダル この LED は、アイドルタスク LED（前項目）と

ともに、コントローラーの動作を示します。詳し

くは、次の表を参照してください。 

4 緑色 DS6：ハートビート コントローラーの状態が正常なとき、この LED
が 2 秒ごとに点滅します。 

5 緑色 DS5：保留中のコマンド コントローラーがホストドライバーからのコマ

ンドを処理しています。 

6 緑色 DS4：ポート 1 アクティブ ポート 1 がアクティブです。 

7 緑色 DS3：ポート 2 アクティブ ポート 2 がアクティブです。 

8 オレンジ色 DS2：ドライブ障害 障害が発生したドライブを特定するには、コント

ローラーに接続されている各物理ドライブの障

害 LED を確認します。 

9 オレンジ色 DS1：診断エラー サーバーに搭載されているいずれかの診断ユー

ティリティがコントローラーエラーを検出しま

した。 
 
 

ガスペダル LEDの

ステータス 
アイドルタスク

LED のステータス 
コントローラーの 
CPU 動作レベル 

消灯 点滅 0-25% 

点滅 消灯 25-50% 

点灯 消灯 50-75% 

点灯 点灯 75-100% 
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E500 および P400 の LED 

 
 

LED ID 色 名前 コメント 
1 オレンジ色 CR14：コントローラー障害 コントローラーASIC がロックアップしており、ど

のコマンドも処理できません。 

2 オレンジ色 CR13：ドライブ障害 障害が発生したドライブを特定するには、コント

ローラーに接続されている各物理ドライブの障害

LED を確認します。 

3 緑色 CR3：アクティビティ E500 のポート 2E、または P400 のポート 2I がアク

ティブです。 

4 緑色 CR8：アクティビティ E500 のポート 1E、または P400 のポート 1I がアク

ティブです。 

5 緑色 CR5：コマンドの実行中 コントローラーがホストドライバーからのコマン

ドを処理しています。 

6 緑色 CR6：ハートビート コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 2
秒ごとに点滅します。 

7 緑色 CR4：ガスペダル この LED は、アイドルタスク LED（次項目）とと

もに、コントローラーの CPU 動作を示します。詳

しくは、次の表を参照してください。 

8 緑色 CR7：アイドルタスク この LED は、ガスペダル LED（前項目）とともに、

コントローラーの CPU 動作を示します。詳しくは、

次の表を参照してください。 
 
 

ガスペダルLEDのス

テータス 
アイドルタスク 
LED のステータス 

コントローラーの 
CPU 動作レベル 

消灯 点滅 0-25% 

点滅 消灯 25-50% 

点灯 消灯 50–75% 

点灯 点灯 75–100% 
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P222 の LED 

 
 

番号 色 名前 説明 
1 緑色 ハートビート コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速

度で点滅します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点

灯します。 

2 赤色 障害 エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時に

は、この LED は最長 2 秒間点灯します。 

3 オレンジ色 デバッグ 点灯 = コントローラーはリセット中です。 
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム

状態です。 
点滅（5 Hz） = コントローラーとキャッシュでバックアップ

が行われています。 
 

 

P420 の LED 

 



 

コンポーネントの説明 20 

 

番号 色 名前 説明 
1 オレンジ色 デバッグ 点灯 = コントローラーはリセット状態です。 

消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム

状態です。 
点滅（5 Hz） = コントローラーとキャッシュでバックアップ

が行われています。 

2 赤色 障害 エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時に

は、この LED は最長 2 秒間点灯します。 

3 緑色 ハートビート コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速

度で点滅します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点

灯します。 
 

 

P421 の LED 

 
 

番号 色 名前 説明 
1 緑色 ハートビート コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速

度で点滅します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点

灯します。 

2 赤色 障害 エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時に

は、この LED は最長 2 秒間点灯します。 

3 オレンジ色 デバッグ 点灯 = コントローラーはリセット中です。 
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム

状態です。 
点滅（5 Hz） = コントローラーとキャッシュでバックアップ

が行われています。 
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P700m の LED 

 
 

LED ID 色 名前 コメント 
1 オレンジ色 CR10：温度アラート この LED は未使用です。 

2 オレンジ色 CR9：システムエラー コントローラーASIC がロックアップしており、どの

コマンドも処理できません。 

3 オレンジ色 CR1：診断エラー サーバーに搭載されているいずれかの診断ユーティ

リティがコントローラーエラーを検出しました。 

4 オレンジ色 CR2：ドライブ障害 障害が発生したドライブを特定するには、コント

ローラーに接続されている各物理ドライブの障害

LED を確認します。 

5 緑色 CR3：アクティビティ ポート 2 がアクティブです。 

6 緑色 CR4：アクティビティ ポート 1 がアクティブです。 

7 緑色 CR5：コマンドの実行中 コントローラーがホストドライバーからのコマンド

を処理しています。 

8 緑色 CR6：コントローラーハート

ビート 
コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 
2 秒ごとに点滅します。 

9 緑色 CR7：ガスペダル この LED は、アイドルタスク LED（次項目）ととも

に、コントローラーの CPU 動作を示します。詳しく

は、次の表を参照してください。 

10 緑色 CR8：アイドルタスク この LED は、ガスペダル LED（前項目）とともに、

コントローラーの CPU 動作を示します。詳しくは、

次の表を参照してください。 
 
 

ガスペダル LED の

ステータス 
アイドルタスク

LED のステータス 
コントローラーの 
CPU 動作レベル 

消灯 点滅 0-25% 

点滅 消灯 25-50% 

点灯 消灯 50–75% 

点灯 点灯 75–100% 
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P711m の LED 

 
名前: コントローラーハートビート LED（CR6） 

ステータス: 2 秒ごとに点滅 = コントローラーは正常に動作しています。 
 

P712m の LED 

 
名前: コントローラーハートビート LED（CR6） 

ステータス: 2 秒ごとに点滅 = コントローラーは正常に動作しています。 
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P721m の LED 

 
 

色 名前 説明 
緑色 ハートビート コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速

度で点滅します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点

灯します。 

オレンジ色 障害 エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時に

は、この LED は最長 2 秒間点灯します。 
 

 

P800 の LED 
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LED ID 色 名前 コメント 
1 緑色 CR502：エキスパンダーの 

ハートビート 
この LED は、通常の動作時には 2 秒ごとに点滅

します。LED が点灯する場合は、エキスパンダー

に内部問題が発生しているため、動作できませ

ん。LED が 1 秒ごとに 2 回点滅する場合は、

NVRAM が破損しているため、動作できません。 

2 オレンジ色 CR510：システムエラー コントローラーASIC がロックアップしており、

どのコマンドも処理できません。 

3 オレンジ色 CR509：診断エラー サーバーに搭載されているいずれかの診断ユー

ティリティがコントローラーエラーを検出しま

した。 

4 オレンジ色 CR500：ドライブ障害 障害が発生したドライブを特定するには、コント

ローラーに接続されている各物理ドライブの障

害 LED を確認します。 

5 緑色 CR508：アクティビティ ポート 4I がアクティブです。 

6 緑色 CR507：アクティビティ ポート 3I がアクティブです。 

7 緑色 CR506：コマンドの実行中 コントローラーがホストドライバーからのコマ

ンドを処理しています。 

8 緑色 CR505：コントローラーハート

ビート 
コントローラーの状態が正常なとき、この LED
が 2 秒ごとに点滅します。 

9 緑色 CR504：ガスペダル この LED は、アイドルタスク LED（次項目）と

ともに、コントローラーの CPU 動作を示します。

詳しくは、次の表を参照してください。 

10 緑色 CR503：アイドルタスク この LED は、ガスペダル LED（前項目）ととも

に、コントローラーの CPU 動作を示します。詳

しくは、次の表を参照してください。 
 
 

ガスペダル LED の

ステータス 
アイドルタスク

LED のステータス 
コントローラーの 
CPU 動作レベル 

消灯 点滅 0-25% 

点滅 消灯 25-50% 

点灯 消灯 50–75% 

点灯 点灯 75–100% 
 

 



 

コンポーネントの説明 25 

P812 の LED 

 
 

番号 色 名前 コメント 
1 緑色 CR76：アイドルタスク この LED は、ガスペダル LED（次項目）ととも

に、コントローラーの CPU 動作を示します。詳

しくは、次の表を参照してください。 

2 緑色 CR75：ガスペダル この LED は、アイドルタスク LED（前項目）と

ともに、コントローラーの CPU 動作を示します。

詳しくは、次の表を参照してください。 

3 緑色 CR74：ハートビート コントローラーの状態が正常なとき、この LED
が 2 秒ごとに点滅します。 

4 緑色 CR73：保留中のコマンド コントローラーがホストドライバーからのコマ

ンドを処理しています。 

5 緑色 CR72：ポート 1 動作 ポート 1 がアクティブです。 

6 緑色 CR71：ポート 2 動作 ポート 2 がアクティブです。 

7 オレンジ色 CR78：ドライブ障害 障害が発生したドライブを特定するには、コント

ローラーに接続されている各物理ドライブの障

害 LED を確認します。 

8 オレンジ色 CR77：診断エラー サーバーに搭載されているいずれかの診断ユー

ティリティがコントローラーエラーを検出しま

した。 

9 緑色 CR82：MIPS レディ 内蔵 SAS エキスパンダーはアクティブです。 
 
 

ガスペダル LED の

ステータス 
アイドルタスク

LED のステータス 
コントローラーの 
CPU 動作レベル 

消灯 点滅 0-25% 

点滅 消灯 25-50% 

点灯 消灯 50–75% 

点灯 点灯 75–100% 
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P822 の LED 

 
 

番号 色 名前 説明 
1 緑色 ハートビート コントローラーの状態が正常なとき、この LED が 1 Hz の速

度で点滅します。電源投入時には、この LED は最長 2 秒間点

灯します。 

2 赤色 障害 エラーが発生すると、この LED が点灯します。電源投入時に

は、この LED は最長 2 秒間点灯します。 

3 オレンジ色 デバッグ 点灯 = コントローラーはリセット中です。 
消灯 = コントローラーはアイドル状態かまたはランタイム

状態です。 
点滅（5 Hz） = コントローラーとキャッシュでバックアップ

が行われています。 
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FBWC モジュール LED 
FBWC モジュール LED（P410、P411、P711m、P812） 

FBWC モジュールには、2 つの単色 LED (緑色とオレンジ色) があります。これらの LED は、ステータ

スを確認しやすくするために、キャッシュモジュールの裏面にもあります。 

 
 

1 緑色の LED 2 オレンジ色の LED 説明 
消灯 点灯 バックアップが進行中です。 

点滅（1Hz） 点灯 復元中です。 

点滅（1Hz） 消灯 コンデンサーパックの充電中です。 

点灯 消灯 コンデンサーパックの充電が完了しました。 

点滅（2 Hz） 
オレンジ色の

LED と交互 

点滅（2 Hz） 
緑色の LED と交互 

以下のいずれかの条件が存在します。 
• 充電処理がタイムアウトした。 
• コンデンサーパックが接続されていない。 

点灯 点灯 フラッシュコードイメージをロードできませんでした。 

消灯 消灯 フラッシュコードが壊れています。 
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FBWC モジュール LED（P222、P420、P421、P721m、P822） 
FBWC モジュールには、単一カラーの LED が 3 つ（オレンジ色が 1 つと緑色が 2 つ）付いています。

これらの LED は、ステータスを確認しやすくするために、キャッシュモジュールの裏面にもあります。 

 
 

1 - オレンジ色 2 - 緑色 3 - 緑色 説明 
消灯 消灯 消灯 キャッシュモジュールに電力が供給されていません。 

消灯 点滅 0.5 Hz 点滅 0.5 Hz キャッシュマイクロコントローラーがそのブートロー

ダー内から動作し、ホストコントローラーから新しい

フラッシュコードを受信しています。 

消灯 点滅 1 Hz 点滅 1 Hz キャッシュモジュールに電源が投入されています。コ

ンデンサーパックは充電中です。 

消灯 消灯 点滅 1 Hz キャッシュモジュールはアイドル状態です。コンデン

サーパックは充電中です。 

消灯 消灯 点灯 キャッシュモジュールはアイドル状態です。コンデン

サーパックは充電されています。 

消灯 点灯 点灯 キャッシュモジュールはアイドル状態です。コンデン

サーパックは充電されています。また、まだドライブ

に書き込まれていないデータがキャッシュに含まれて

います。 

消灯 点滅 1 Hz 消灯 バックアップが進行中です。 

消灯 点灯 消灯 今回のバックアップは、問題なく完了しました。 

点滅 1 Hz 点滅 1 Hz 消灯 今回のバックアップは失敗しました。データは消失し

ました。 

点滅 1 Hz 点滅 1 Hz 点灯 前回または今回の起動時に、電源エラーが発生しまし

た。データが壊れている可能性があります。 

点滅 1 Hz 点灯 消灯 温度が異常に上昇しています。 

点滅 2 Hz 点滅 2 Hz 消灯 コンデンサーパックが接続されていません。 

点滅 2 Hz 点滅 2 Hz 点灯 キャパシターを 10 分間充電しましたが、フルバック

アップの実行に十分な充電量に達しませんでした。 

点灯 点灯 消灯 今回のバックアップは完了しましたが、バックアップ

時に電力が不安定になりました。 

点灯 点灯 点灯 キャッシュモジュールのマイクロコントローラーが故

障しました。 
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バッテリパックの LED 

 
 

番号 色 説明 
1 緑色 システム電源 LED。この LED は、システムの電源が入っ

ており、12V システム電源が使用可能な場合に点灯しま

す。この電源は、バッテリの充電状態を維持し、キャッ

シュマイクロコントローラーに追加の電源を供給するた

めに使用されます。 

2 緑色 補助電源 LED。この LED は、3.3V 補助電圧が検出され

ると点灯します。補助電圧は、BBWC のデータを保持す

るために使用され、システムの電源コードが電源に接続

されているときは常に使用可能です。 

3 オレンジ色 バッテリヘルス LED。この LED の点灯パターンの意味を

調べるには、次の表を参照してください。 

4 緑色 BBWC ステータス LED。この LED の点灯パターンの意

味を調べるには、次の表を参照してください。 
 
 

LED3 パターン LED4 パターン 説明 
消灯 点滅（2 Hz） システムの電源が切れており、キャッシュにはまだドライブに書き

込まれていないデータが格納されています。データ消失を防止する

ために、できるだけ早くシステム電源を復旧してください。 
データ保持時間は、3.3V 補助電源が使用可能になるとすぐに延長さ

れます（これは LED 2 により示されます）。補助電源がないと、デー

タはバッテリ電源だけで保持されます。フル充電されたバッテリは

通常、少なくとも 2 日間はデータを保持できます。 
また、バッテリの有効期間はキャッシュモジュールサイズによって

も異なります。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ

ト（http://www.hpe.com/info/qs（英語））にあるコントローラーの

QuickSpecs を参照してください。 

消灯 2 回点滅してか

ら、一時停止 
キャッシュマイクロコントローラーがホストコントローラーから

の通信を待っています。 

http://www.hpe.com/info/qs
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LED3 パターン LED4 パターン 説明 
消灯 点滅（1Hz） バッテリパックが最小の充電レベルを下回っており、充電中です。

バッテリを必要とする機能（ライトキャッシュ、容量の拡張、スト

ライプサイズの移行、RAID 移行など）は、充電が完了するまで一

時的に使用不可になります。再充電処理は、バッテリの初期容量に

応じて 15 分～2 時間かかります。 

消灯 点灯 バッテリパックはフル充電されており、キャッシュ内にポスト済み

書き込みデータが保存されています。 

消灯 消灯 バッテリパックはフル充電されており、キャッシュ内にポスト済み

書き込みデータはありません。 

点滅（1Hz） 点滅（1Hz） 緑色とオレンジ色が交互に点滅するパターンは、キャッシュマイク

ロコントローラーがブートローダーから実行され、ホストコント

ローラーから新しいフラッシュコードを受信していることを示し

ています。 

点灯 — バッテリ端子間またはバッテリパック内に短絡があります。バッテ

リパックを交換するまで、BBWC 機能は無効になります。バッテリ

パックの寿命は一般に、3 年以上です。 

点滅（1Hz） — バッテリ端子間またはバッテリパック内に開回路があります。バッ

テリパックを交換するまで、BBWC 機能は無効になります。バッテ

リパックの寿命は一般に、3 年以上です。 
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仕様 

メモリ容量とストレージ容量の表記法 
メモリ容量は、バイナリプレフィックスを使用して指定します。 

• KiB = 210バイト 

• MiB = 220バイト 

• GiB = 230バイト 

• TiB = 240バイト 

ストレージ容量は、SI プレフィックスを使用して指定します。 

• KB = 103バイト 

• MB = 106バイト 

• GB = 109バイト 

• TB = 1012バイト 

以前のドキュメントや他のドキュメントでは、バイナリ値の代わりに SI プレフィックスが使用されてい

る場合があります。 

デバイスで実際に使用できるメモリ容量とフォーマット後の実際のストレージ容量は、指定された値よ

り少なくなります。 
 

RAID の命名規則 
Hewlett Packard Enterprise では、RAID レベルについて次の命名規則を使用します。 

• RAID 0 

• RAID 1+0 

• RAID 5 

• RAID 50 

• RAID 6 

• RAID 60 

• RAID 1（ADM） 

• RAID 10（ADM） 

業界では、RAID 50 と RAID 60 を、それぞれ RAID 5+0、RAID 6+0 とも呼びます。 
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Smart Array Advanced Pack 
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 の機能にアクセスするには、登録済みのライセンスキーでソフトウェアをアクティブにします。 

SAAP 1.0 には、次の機能が含まれています。 

• RAID 6（ADG） 

• RAID 60 

• アドバンスト容量拡張 

• オフラインモードでのミラー分割と再結合 

• ドライブ消去 

• ビデオオンデマンドのためのパフォーマンス最適化 

• デュアルドメイン 

SAAP 2.0 には、v1.0 の機能以外に、次の機能が追加されています。 

• RAID 1（ADM）および RAID 10（ADM） 

• 個々の LUN の移動および削除機能 

• 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 

• アレイの修復 

SAAP の機能にアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise からライセンスキーを購入する必要があ

ります。ライセンスキーを取得するには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスして、SAAP を検索します。 

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、次のサポートされているアレイ構

成ツールを使用します。 

• Option ROM Configuration for Arrays（ORCA） 

• HPE アレイコンフィギュレーションユーティリティ (ACU) 

登録手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_jp）にある『HPE Smart アレイコントローラーでのアレイの

構成リファレンスガイド』を参照してください。 
 

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_en
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必要なハードウェア 
SAAP をサポートする Smart アレイコントローラーについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サ

イト（http://www.hpe.com/support/hpesc）にある SAAP の製品ページを参照してください。 

一部のコントローラー機能をサポートするために、次のキャッシュ（アレイアクセラレータ）オプショ

ンなどのハードウェア構成もコントローラーに必要となる場合もあります。 

• 256 MiB 以上のキャッシュモジュール 

• 互換性のあるバッテリパックまたはコンデンサーパック 

これらのオプションを入手するには、Hewlett Packard Enterprise の正規販売店にお問い合わせになる

か、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/servers/smartarray）を参照してく

ださい。 
 

サポートされているサーバーとサーバーブレード 
HPE Smart アレイコントローラーのサーバーおよびサーバーブレードのサポートを確認するには、次の

表を利用してください。 
 

コントローラー 速度 サポートされる製品 
P222 6Gb/秒 ProLiant Gen8 サーバー* 

P420 6Gb/秒 ProLiant Gen8 サーバー* 

P421 6Gb/秒 ProLiant Gen8 サーバー 

P212 6Gb/秒 ProLiant G6/G7 サーバー 

P410 6Gb/秒 ProLiant G6/G7 サーバー 

P411 6Gb/秒 ProLiant G6/G7 サーバー 

P711m 6Gb/秒 ProLiant G6/G7 サーバーブレード 

P712m 6Gb/秒 ProLiant G6/G7 サーバーブレード 

P721m 6Gb/秒 ProLiant Gen8 サーバーブレード** 

P812 6Gb/秒 ProLiant G6/G7 サーバー 

P822 6Gb/秒 ProLiant Gen8 サーバー† 

P400 3Gb/秒 ProLiant G4/G5 サーバー 

P700m 3Gb/秒 ProLiant G4/G5 サーバーブレード 

P800 3Gb/秒 ProLiant G4/G5 サーバーおよび一部の G6 サーバー 

E500 3Gb/秒 ProLiant G4/G5 サーバー 
 

* P222 コントローラーは、HPE ProLiant ML350p Gen8 サーバーではサポートされません。P420 は、HPE ProLiant 
ML350p Gen8 サーバーのスロット 3 またはスロット 4 ではサポートされません。 
** P721m コントローラーは、HPE ProLiant Gen8 サーバーブレードの拡張スロット 1 ではサポートされません。 
†HP P822 Smart アレイコントローラーは、すべての HPE ProLiant Gen8 サーバーのいずれのスロットでもサポー

トされません。サポートされていないスロット、または特別な構成が必要なスロットについては、以下の表を参照

してください。 
 

サーバー ルール 

DL360e Gen8 • P822 はスロット 1 でのみサポートされます 
• Smart アレイケーブルキット（部品番号 672242-B21）が必要です 

DL380e Gen8 P822 は PCI スロット 4 ではサポートされません。 

DL380p Gen8 P822 は PCI スロット 3 ではサポートされません。 

DL385p Gen8 P822 は PCI スロット 3 ではサポートされません。 

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/servers/smartarray
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サーバー ルール 

ML350p Gen8 • P822 はスロット 1、2、5、6、7、8、または 9 ではサポートされません。 
• スロット 3 に P822 を取り付けると、スロット 4 を使用できなくなります。 

ML350e Gen8 P822 はスロット 2 でのみサポートされます 
 

コントローラーの取り付けについて詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。 

最新のサポート情報は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/qs（英語））

にあるコントローラーの QuickSpecs を参照してください。 
 

すべてのコントローラーモデルに共通の仕様 
この項では、一般的なコントローラーの機能について説明します。その他の機能、仕様、およびシステ

ム要件に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/servers/smartarray）を参照してください。すべてのコントローラー機能を十分に

活用するには、コントローラーに最新のファームウェアがロードされていることを確認してください。 
 

機能 詳細 
温度範囲 動作時、10～55°C 

保管時、-30～60°C  

相対湿度（ただし結露しない

こと） 
動作時、10～90% 
保管時、5～90% 

バッテリの再充電に必要な 
時間 1 

15 分から 2 時間 40 分。初期バッテリ充電レベルによって異なります。 

バッテリバックアップ期間 1 2 日以上（バッテリが完全に充電されており使用年数が 3 年未満の場合） 
バッテリパックは、DDR メモリのキャッシュに保存されたデータを格納

するために連続充電を提供します。 

バッテリの平均寿命 1 3 年 
詳しくは、「バッテリパックの寿命」（38 ページ）を参照してください。 

キャパシターの再充電に必要

な時間 2 
5 分以内 

キャパシターバックアップの

時間 2 
80 秒 
コンデンサーパックは、キャッシュに保存されたデータを DDR メモリか

らフラッシュメモリへ転送するために十分な時間を提供し、データは永久

に、またはコントローラーがデータを取り出すまでフラッシュメモリに残

ります。 

キャパシターの平均寿命 2 3 年以上 

Mini-SAS コネクターの寿命 250 着脱サイクル（外部、内部、ケーブルの Mini-SAS コネクター） 

サポートされるドライブの 
種類 3 

• 3.0 Gb/秒の SAS ドライブ 
• 6.0 Gb/秒の SAS ドライブ 
• 1.5 Gb/秒の SATA ドライブ 
• 3.0 Gb/秒の SATA ドライブ（6.0 Gb/秒の SAS ドライブをサポー

トするシステム） 
• 6.0 Gb/秒の SATA ドライブ 

すべてのサーバーまたはストレージシステムで SAS または SATA ドライ

ブのすべての種類がサポートされるわけではありません。製品固有のドラ

イブサポートについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/hpesc）で入手できる製品の QuickSpecs を

参照してください。 

最大論理ドライブ数 64 
 

http://www.hpe.com/info/qs
http://www.hpe.com/servers/smartarray
http://www.hpe.com/support/hpesc
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1バッテリバックアップ式ライトキャッシュを使用するコントローラーの場合 
2フラッシュバックアップ式ライトキャッシュを使用するコントローラーの場合 
3 すべてのサーバーでドライブのすべての種類がサポートされるわけではありません。詳しくは、Hewlett Packard 
Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）にあるサーバーの QuickSpecs を参照してください。 

 

モデル別のコントローラーの仕様 
E500、P411、および P421 の仕様 

 

仕様 E500 P411 P421 

ボードタイプ ロープロファイル、 
PCIe 直立型ボード 

ロープロファイル、 
PCIe 直立型ボード 

ロープロファイル、 
PCIe 直立型ボード 

寸法（cm）* 16.8×7.0×1.8 16.8×7.0×1.8 16.8×6.9×1.7 

寸法（インチ）* 6.6×2.8×0.7 6.6×2.8×0.7 6.6×2.7×0.6 

最大物理ドライブ数 100（外部） 100（外部） 
（コントローラーは、キャッ

シュなしでは動作しません） 

200（外部） 
（コントローラーは、キャッ

シュなしでは動作しません） 

必要最大電力（概算） 14 W 12 W 14 W 

RAID レベル** RAID 0、1、1+0、および 5 RAID 0、1、1+0、5、50、6、
および 60 

RAID 0、1、1（ADM）、1+0、
10（ADM）、5、50、6、お

よび 60 

バッテリキットオプショ

ン部品番号 
バッテリパック

383280-B21、バッテリケー

ブル 417836-B21 

462969-B21 — 

キャッシュモジュール 40 ビット幅、256 MiB BBWC 40 ビット幅、256 MiB BBWC 
72 ビット幅、512 MiB BBWC 
72 ビット幅、1 GiB FBWC 

72 ビット幅、1 GiB FBWC 
72 ビット幅、2 GiB FBWC 

システムボードとの I/O 接

続 
PCIe x8 エッジコネクター PCIe 2.0 x8 エッジコネク

ター 
PCIe 3.0 x8 エッジコネク

ター 
 

*寸法にボードブラケットは含まれません。 
**RAID レベル 5 および 50 を使用するには、キャッシュモジュールを取り付ける必要があります。RAID レベル 
1（ADM）、10（ADM）、6、および 60 を使用するには、キャッシュモジュールを取り付けて SAAP をインストー

ルする必要があります。SAAP をダウンロードするには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスして、SAAP を検索します。 
 

P400、P410、および P420 の仕様 
 

仕様 P400 P410 P420 
ボードタイプ ロープロファイル、 

PCIe 直立型ボード 
ロープロファイル、 
PCIe 直立型ボード 

ロープロファイル、 
PCIe 直立型ボード 

寸法（cm）* 16.8×7.0×1.8 16.8×7.0×1.8 16.8×6.9×1.7 

寸法（インチ）* 6.6×2.8×0.7 6.6×2.8×0.7 6.6×2.7×0.6 

最大物理ドライブ数 8（外部） キャッシュがない場合、 
8×内部 
キャッシュがある場合、 
8×内部またはエキスパンダー

カードを使用して最大 24× 
内部 

27（内部） 

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/hpesc
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仕様 P400 P410 P420 
必要最大電力（概算） 14 W 12 W 14 W 

RAID レベル** RAID 0、1、1+0、5、 
および 6 

RAID 0、1、1+0、5、50、6、
および 60 

RAID 0、1、1（ADM）、1+0、
10（ADM）、5、50、6、お

よび 60 

バッテリキットオプショ

ン部品番号 
バッテリパック

390936-001、バッテリケー

ブル 399034-001 

462969-B21 — 

キャッシュモジュール 40 ビット幅、256 MiB 
BBWC 

40 ビット幅、256 MiB BBWC 
72 ビット幅、512 MiB BBWC 
72 ビット幅、1 GiB FBWC 

72 ビット幅、1 GiB FBWC 
72 ビット幅、2 GiB FBWC 

システムボードとの I/O 接

続 
PCIe x8 エッジコネクター PCIe 2.0 x8エッジコネクター PCIe 3.0 x8 エッジコネク

ター 
 

*寸法にボードブラケットは含まれません。 
**RAID レベル 5 および 50 を使用するには、キャッシュモジュールを取り付ける必要があります。RAID レベル 
1（ADM）、10（ADM）、6、および 60 を使用するには、キャッシュモジュールを取り付けて SAAP をインストー

ルする必要があります。SAAP をダウンロードするには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスして、SAAP を検索します。 
 

P212 および P222 の仕様 
 

仕様 P212 P222 

ボードタイプ ロープロファイル、PCIe 直立型 
ボード 

ロープロファイル、PCIe 直立型ボード 

寸法（cm）* 16.8×7.0×1.8 16.8×6.9×1.7 

寸法（インチ）* 6.6×2.8×0.7 6.6×2.7×0.6 

最大物理ドライブ数 キャッシュがない場合、4×内部 
および 1×外付けテープ 
キャッシュがある場合、4×内部 
および 50×外部 

114（14×内部＋100×外部） 

必要最大電力（概算） 12 W 14 W 

RAID レベル RAID 0、1、1+0、5、50、6、 
および 60 

RAID 0、1、1（ADM）、1+0、10（ADM）、5、
50、6、および 60 

バッテリキットオプショ

ン部品番号 
462969-B21 — 

キャッシュモジュール 40 ビット幅、256 MiB BBWC 40 ビット幅、512 MiB FBWC 

システムボードとの 
I/O 接続 

PCIe 2.0 x8 エッジコネクター PCIe 3.0 x8 エッジコネクター 

 

*寸法にボードブラケットは含まれません。 
**RAID レベル 5 および 50 を使用するには、キャッシュモジュールを取り付ける必要があります。RAID レベル 
1（ADM）、10（ADM）、6、および 60 を使用するには、キャッシュモジュールを取り付けて SAAP をインストー

ルする必要があります。SAAP をダウンロードするには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスして、SAAP を検索します。 
 

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/hpesc
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P700m、P711m、P712m、および P721m の仕様 
 

仕様 P700m P711m P712M P721m 

ボードタイプ タイプ A、4 ポート、

PCIe メザニンボード 
タイプ A、4 ポート、

PCIe メザニンボード 
タイプ A、4 ポート、

PCIe メザニンボー

ド 

タイプ B、4 ポート、

PCIe メザニンボー

ド 

寸法（cm） 11.3×10.0×2.0 11.3×10.0×2.0 11.3×10.0×2.0 11.3×10.0×2.0 

寸法（インチ） 4.5×4.0×0.8 4.5×4.0×0.8 4.5×4.0×0.8 4.5×4.0×0.8 

最大物理ドライブ数 108（外部） 108（外部） 10（内部＋外部） 227（外部） 

必要最大電力（概算） 9.30 W 14 W 14 W 14 W 

RAID レベル RAID 0、1、1+0、 
および 5 
バッテリがある場合

は、RAID 6 も含む 

RAID 0、1、5、6、50、
および 60 

RAID 0 および 1 RAID 0、1、 
1（ADM）、1+0、10
（ADM）、5、50、6、
および 60* 

バッテリキットオプ

ション部品番号 
453779-001 — — — 

キャッシュモジュール 40 ビット幅、 
256 MiB BBWC 
72 ビット幅、 
512 MiB BBWC 
（64 MiB はオンボード

プロセッサーによって

使用されます） 

72 ビット幅、 
1 GiB FBWC** 
（112 MiB はオンボー

ド プ ロ セ ッ サ ー に

よって使用されます） 

40 ビット幅、 
256 MiB BBWC 

40 ビット幅、 
512 MiB FBWC 
72 ビット幅、 
2 GiB FBWC† 

（コントローラーは、

キャッシュなしでは

動作しません） 

システムボードとの 
I/O 接続 

グリッドアレイメザニ

ンコネクター 
グリッドアレイメザ

ニンコネクター 
グリッドアレイメザ

ニンコネクター 
グリッドアレイメザ

ニンコネクター 
 

* 2 GiB FBWC 使用時の RAID レベル。512 MiB FBWC を使用している場合、RAID レベルは接続されているアレイ

によって異なります。 
** SAAP 1.0。ライセンスキーは標準です。 
† SAAP 2.0。ライセンスキーは標準です。 

 

P800、P812、および P822 の仕様 
 

仕様 P800 P812 P822 
ボードタイプ フルサイズ、PCIe 直立型

ボード 
フルサイズ、PCIe 直立型

ボード 
フルハイト、ハーフレング

ス、PCIe 直立型ボード 

寸法（cm）* 31.1×11.1×1.2 31.1×11.1×1.2 16.8×11.1×1.8 

寸法（インチ）* 12.3×4.4×0.5 12.3×4.4×0.5 6.6×4.4×0.7 

最大物理ドライブ数 108（内部＋外部） 108（内部＋外部） 227†（内部＋外部） 

必要最大電力（概算） 25W 29 W** 31 W** 

RAID レベル RAID 0、1、1+0、 
および 5 

RAID 0、1、1+0、5、 
および 50 

RAID 0、1、1（ADM）、1+0、
10（ADM）5、50、6、およ

び 60 

バッテリキットオプ

ション部品番号 
398648-001 — — 

キャッシュモジュール 72 ビット幅、 
512 MiB BBWC 

72 ビット幅、 
1 GiB FBWC 

72 ビット幅、2 GiB FBWC 

システムボードとの 
I/O 接続 

PCIe x8 エッジコネク

ター 
PCIe 2.0 x8エッジコネク

ター 
PCIe 3.0 x8 エッジコネク

ター 
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*寸法にボードブラケットは含まれません。 
**このコントローラーは、25W を超える電力要件をサポートする認定システムでの使用を意図しています。 
†SLES 11 SP2 をインストールするには、このオペレーティングシステムのインストール前に、接続されているハー

ドディスクドライブの台数を 200未満に減らす必要があります。SLES 11 SP2をインストールしたら、最新のSmart
アレイドライバーを、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）からダウン

ロードするか SPP を使用してインストールし、サーバーをシャットダウンしてください。この時点で、最大 277
台のハードディスクドライブを再接続し、サーバーを起動して SLES 11 SP2 オペレーティングシステムを実行する

ことができます。 
 

バッテリパックの寿命 
BBWC バッテリパック内のバッテリは消耗品です。使用期間が 3 年を過ぎると、バッテリが予想データ

保存時間を提供しなくなる場合があります。HPE Smart アレイコントローラーは、バッテリが完全に消

耗すると、この状態を検出し、ユーザーデータを保護するためにライトキャッシュの機能を自動的に制

限します。Hewlett Packard Enterprise では、性能レベルを確保するために、3 年ごとにバッテリパック

を交換することをおすすめします。 

NiMH バッテリでは、充電プロセスと放電プロセスにより不活性ガスが発生し、ボタンセルのサイズが

20%程度膨張することがあります。バッテリパックは、過剰な膨張が起きる前に充電を停止するように

設計されています。 

ただし、過剰な膨張が起きる場合は、セルが損傷する前に、ボタンセル内の圧力メカニズムがこれらの

無毒で非腐食性のガスを排気します。この圧力メカニズムが作動すると、バッテリが正常に充電しなく

なり、ストレージソリューションがバッテリ障害を報告します。 

http://www.hpe.com/support/hpesc
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取り付けと設定 

サーバー内部でのコントローラー取り付け手順 
サーバーに直立型コントローラーを取り付けるには、次のいずれかの手順を選択します。 

• 未構成サーバーへの直立型コントローラーの取り付け（ページ 39） 

• 構成済みサーバーへの直立型コントローラーの取り付け（ページ 40） 
 

未構成サーバーへの直立型コントローラーの取り付け 
新しい HPE ProLiant サーバーは、ユーザーが別の構成オプションを選ばない限り、最初の電源投入時

に自動構成されます。自動設定プロセスについて詳しくは、そのサーバー固有のユーザーガイドまたは

Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/RBSU_UG_en）にある『HPE 
ROM ベースセットアップユーティリティユーザーガイド』を参照してください。 
 

 重要：この項の手順で説明するように、ハードウェア構成が要件を満たしていることが確認

されるまでは、サーバーの電源を入れないでください。 
 

コントローラーを未構成サーバーに取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. コントローラーハードウェアを取り付けます（「コントローラーボードの取り付け」（41 ページ））。

サーバー固有の手順については、サーバーのユーザーガイドを参照してください。 

2. コントローラーが外付ストレージをサポートする場合、外付ストレージデバイスをコントローラー

に接続します。 

3. 必要に応じて、物理ドライブを取り付けます。 
電源投入時にサーバーが自動構成される（ユーザーが別の構成オプションを選ばない場合）と、コ

ントローラーに接続されるドライブの数によってRAIDレベルが決定されます。詳しくは、そのサー

バー固有のユーザーガイドまたは『HPE ROM ベースセットアップユーティリティユーザーガイ

ド』を参照してください。 

4. 外付ストレージデバイスに電源を入れます。 

5. サーバーの電源を入れます。ユーザーが別の設定オプションを選択しない限り、自動構成プロセス

が実行されます。 

6. サーバーのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、サーバー

のファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 

7. コントローラーのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、コ

ントローラーのファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 

8. ドライブのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、ドライブ

のファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 

9. オペレーティングシステムおよびデバイスドライバーをインストールします（「デバイスドライ

バーのインストール」（48 ページ））。 

10. オプションで、追加の論理デバイスを作成します（「コンフィギュレーションツール」（45 ページ））。 

これでサーバーが使用可能になります。 
 

http://www.hpe.com/support/RBSU_UG_en
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構成済みサーバーへの直立型コントローラーの取り付け 
1. システムのデータのバックアップを取ります。 

2. すべてのアプリケーションを終了します。 

3. サーバーのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、サーバー

のファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 

4. 次のいずれかを実行します。 

o 新しいコントローラーが新しいブートデバイスの場合は、デバイスドライバーをインストール

します（「デバイスドライバーのインストール」（48 ページ））。 

o 新しいコントローラーが新しいブートデバイスでない場合は、次の手順に進みます。 

5. サーバーの電源を切ります。 
 

 注意：外付データストレージを使用しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を最初に

切り、電源を入れるときはサーバーの電源を最後に入れてください。こうすることで、サー

バーが起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。 
 

6. サーバーに接続されているすべての周辺装置の電源を切ります。 

7. 電源コードを電源から抜き取ります。 

8. 電源コードをサーバーから抜き取ります。 

9. 周辺装置をすべて切り離します。 

10. コントローラーハードウェアを取り付けます（「コントローラーボードの取り付け」（41 ページ））。

サーバー固有の手順については、サーバーのユーザーガイドを参照してください。 

11. ストレージデバイスをコントローラーに接続します。 

12. 周辺装置をサーバーに接続します。 

13. 電源コードをサーバーに接続します。 

14. 電源コードを電源に接続します。 

15. すべての周辺装置の電源を入れます。 

16. サーバーの電源を入れます。 

17. コントローラーのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、コ

ントローラーのファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 

18. ドライブのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、ドライブ

のファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 

19. オプションで ORCA を使用してこのコントローラーをブートコントローラーとして設定します

（「ブートコントローラーとしてのコントローラーの設定」（46 ページ）。 

20. オプションで、RBSU を使用してコントローラーのブート順を変更します（「コントローラー順序

の設定」（47 ページ））。 

21. 新しいコントローラーが新しいブートデバイスでない場合は、デバイスドライバーをインストール

します（「デバイスドライバーのインストール」（48 ページ））。 

22. 新しいバージョンのマネジメントエージェントが使用可能な場合は、マネジメントエージェントを

更新します。 

23. オプションで、追加の論理デバイスを作成します（「コンフィギュレーションツール」（45 ページ））。 

これでサーバーが使用可能になります。 
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コントローラーボードの取り付け 
 

 警告：けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属

の安全上の注意事項とユーザードキュメントを参照してください。 
一部のサーバーには、危険な高エネルギー、高電圧回路、可動部品（ファンブレードなど）、

またはその任意の組み合わせが含まれ、製品の電源が入っているときにカバーやアクセスパ

ネルを取り外すと危険にさらされる場合があります。これらの製品を修理する場合は、危険

な高電圧製品の取り扱いに関するトレーニングを受け、保守の資格がある担当者のみが行っ

てください。感電の危険を回避するためにカバーやインターロックが取り付けられている場

合は、カバーを取り外したり、インターロックを無効にしたりしないでください。 
 

1. アクセスパネルを取り外す、または開きます。 
 

 警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポー

ネントが十分に冷めてから手を触れてください。 
 

2. 使用可能な x8 以上の PCIe 拡張スロットを選択します。 

スロットが x4 または x1 の速度で稼働する場合でも、x8 の物理サイズを持つスロットが必要です。 

3. スロットカバーを取り外します。固定用ネジがある場合は、それを保管しておきます。 

4. 必要に応じて、キャッシュモジュールを取り付けます。 

一部のコントローラーでは、キャッシュモジュールがないと、コントローラーが機能しません。 

5. スロットのアライメントガイドがある場合は、それに沿ってコントローラーボードをスライドさ

せ、拡張スロットにボードを強く押し込んでボードの端の接点がスロットに正しくはまるようにし

ます。 

6. 固定用ネジを使用してコントローラーボードをしっかり固定します。スロットのアライメントガイ

ドのラッチが（ボードの背面近くに）ある場合は、そのラッチを閉じます。 

7. 必要に応じて、内蔵ストレージデバイスをコントローラーに接続します。詳しくは、「内蔵ストレー

ジの接続」（41 ページ）を参照してください。 

8. アクセスパネルを閉じるか、または取り付け、つまみネジがあればつまみネジで固定します。 
 

 注意：アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって稼動

させないでください。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機

構が正常に動作しなくなるため、高温によって装置が損傷する可能性があります。 
 

 

内蔵ストレージの接続 
1. サーバーの電源を切ります。 

2. 必要に応じて、ドライブを取り付けます。アレイ構成時のドライブ要件については、「アレイコン

フィギュレーションツール」（47 ページ）を参照してください。 

サーバーやコントローラーが異なるドライブタイプをサポートしている場合があります。ただし、

すべてのドライブを 1 つの論理ドライブにまとめる場合は、次の条件を満たす必要があります。 

o SAS または SATA のいずれかでなければなりません。 

o 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でなければなり

ません。 

o ドライブ容量を最も効率的に使用するために、ドライブが同じ容量を持つ必要があります。 

ドライブの取り付けについて詳しくは、以下の資料を参照してください。 

o ドライブに関わる各手順（81 ページ） 
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o サーバーのドキュメント 

o ドライブのドキュメント 

3. サーバーに付属の内蔵 SAS ケーブルを使用して、コントローラーをドライブに接続します。 

o ドライブがホットプラグ対応の場合は、コントローラーの内部コネクターからホットプラグ対

応ドライブケージの SAS コネクターに接続します。 

o ドライブがホットプラグ対応でない場合は、コントローラーの内部コネクターからノンホット

プラグドライブに接続します。 

4. アクセスパネルを閉じるか、または取り付け、つまみネジがあればつまみネジで固定します。 
 

 注意：アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって稼動

させないでください。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機

構が正常に動作しなくなるため、高温によって装置が損傷する可能性があります。 
 

5. サーバーの電源を入れます。 
 

SAS ケーブル製品番号 
追加のケーブルを注文する場合は、オプションキットの製品番号を使用してください。 
 

ケーブル長（概算） ケーブルの種類 オプションキットの

製品番号 
ケーブルアセンブリ

番号 
1 m Mini-SAS 4x から標準 SAS 4x 419570-B21 408908-002 

2 m Mini-SAS 4x から Mini SAS 4x 407339-B21 407344-003 

— Mini-SAS 4x から標準 SAS 4x 419571-B21 408908-003 

4 m Mini-SAS 4x から Mini SAS 4x 432238-B21 407344-004 

— Mini-SAS 4x から標準 SAS 4x 419572-B21 408908-004 

6 m Mini-SAS 4x から Mini SAS 4x 432239-B21 407344-005 

— Mini-SAS 4x から標準 SAS 4x 419573-B21 408908-005 
 

 

サーバーブレード内部でのコントローラー取り付

け手順 
サーバーブレードにメザニンコントローラーを取り付けるには、次のいずれかの手順を選択します。 

• 未構成サーバーブレードへのメザニンコントローラーの取り付け（42 ページ） 

• 構成済みサーバーブレードへのメザニンコントローラーの取り付け（43 ページ） 
 

未構成サーバーブレードへのメザニンコントローラーの取り

付け 
新しい HPE ProLiant サーバーブレードは、ユーザーが別の構成オプションを選ばない限り、最初の電

源投入時に自動構成されます。自動設定プロセスについて詳しくは、そのサーバーブレードのユーザー

ガイドまたは Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/RBSU_UG_en）
にある『HPE ROM ベースセットアップユーティリティユーザーガイド』を参照してください。 
 

 重要：この項の手順で説明するように、ハードウェア構成が要件を満たしていることが確認

されるまでは、サーバーの電源を入れないでください。 
 

http://www.hpe.com/support/RBSU_UG_en
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コントローラーを未構成サーバーブレードに取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. サーバーブレードのアクセスパネルを取り外します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

o HPE Smart アレイ P712m コントローラーの場合は、オプションのキャッシュモジュールを入

手できるのであれば取り付けます。 

o それ以外のコントローラーの場合は、キャッシュモジュールを取り付けます。これらのコント

ローラーの場合は、キャッシュモジュールがないと機能しません。 

3. サーバーブレードにコントローラーを取り付けます（「メザニンコントローラボードの取り付け 
（45 ページ））。サーバーブレード固有の手順については、サーバーブレードのユーザーガイドを

参照してください。 

4. アクセスパネルを取り付けます。 

5. エンクロージャーに HP 3Gb または 6Gb SAS スイッチを取り付けます。 

6. ドライブエンクロージャーをスイッチに接続します。 

7. 必要に応じて、ドライブエンクロージャーに物理ドライブを取り付けます。 

ユーザーが別の設定オプションを選ばない限り、RAID レベルは、サーバーブレードの電源投入時

に自動設定され、スイッチに接続されるドライブの数によって決定されます。詳しくは、そのサー

バー固有のユーザーガイドまたは『HPE ROMベースセットアップユーティリティユーザーガイド』

を参照してください。 

8. HPE Virtual SAS Managerソフトウェアを使用してドライブベイまたはポートゾーニンググループ

を作成するかまたは割り当てます。詳しくは、スイッチのドキュメントを参照してください。 

9. サーバーブレードをサーバーブレードエンクロージャーに取り付けます。 

サーバーブレードの電源は、挿入時にデフォルトで投入されます。必要に応じて、手動でサーバー

ブレードの電源を入れてください。ユーザーが別の設定オプションを選択しない限り、自動構成プ

ロセスが実行されます。 

10. サーバーブレードのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、

サーバーのファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 

11. コントローラーのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、コ

ントローラーのファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 

12. ドライブのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、ドライブ

のファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 

13. オペレーティングシステムおよびデバイスドライバーをインストールします（「デバイスドライ

バーのインストール」（48 ページ））。 

14. オプションで、追加の論理デバイスを作成します（「コンフィギュレーションツール」（45 ページ））。 

これでサーバーブレードが使用可能になります。 
 

構成済みサーバーブレードへのメザニンコントローラーの取り

付け 
1. システムのデータのバックアップを取ります。 

2. すべてのアプリケーションを終了します。 

3. サーバーブレードのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、

サーバーブレードのファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 

4. 次のいずれかを実行します。 
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o 新しいコントローラーが新しいブートデバイスの場合は、デバイスドライバーをインストール

します（「デバイスドライバーのインストール」（48 ページ））。 

o 新しいコントローラーが新しいブートデバイスでない場合は、次の手順に進みます。 

5. サーバブレードの電源を切ります。 
 

 注意：外付データストレージを使用しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を最初に

切り、電源を入れるときはサーバーの電源を最後に入れてください。こうすることで、サー

バーが起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。 
 

6. サーバーブレードをエンクロージャーから取り外します。 
7. サーバーブレードのアクセスパネルを取り外します。 
8. 次のいずれかを実行します。 

o HPE Smart アレイ P712m コントローラーの場合は、オプションのキャッシュモジュールを入

手できるのであれば取り付けます。 
o それ以外のコントローラーの場合は、キャッシュモジュールを取り付けます。これらのコント

ローラーの場合は、キャッシュモジュールがないと機能しません。 
9. サーバーブレードにコントローラーを取り付けます（「メザニンコントローラボードの取り付け」

（45 ページ））。サーバーブレード固有の手順については、サーバーブレードのユーザーガイドを

参照してください。 
10. アクセスパネルを取り付けます。 
11. エンクロージャーに HP 3Gb または 6Gb SAS スイッチを取り付けます。 
12. ドライブエンクロージャーをスイッチに接続します。 
13. 必要に応じて、ドライブエンクロージャーに物理ドライブを取り付けます。 

ユーザーが別の設定オプションを選ばない限り、RAID レベルは、サーバーブレードの電源投入時

に自動設定され、スイッチに接続されるドライブの数によって決定されます。詳しくは、そのサー

バー固有のユーザーガイドまたは『HPE ROMベースセットアップユーティリティユーザーガイド』

を参照してください。 
14. HPE Virtual SAS Managerソフトウェアを使用してドライブベイまたはポートゾーニンググループ

を作成するかまたは割り当てます。詳しくは、スイッチのドキュメントを参照してください。 
15. サーバーブレードをエンクロージャーに取り付けます。 

サーバーブレードの電源は、挿入時にデフォルトで投入されます。必要に応じて、手動でサーバー

ブレードの電源を入れてください。ユーザーが別の設定オプションを選択しない限り、自動構成プ

ロセスが実行されます。 
16. コントローラーのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、コ

ントローラーのファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 
17. ドライブのファームウェアリビジョンが最新のものかどうか確認します。必要な場合は、ドライブ

のファームウェアを更新します（「ファームウェアのアップデート」（48 ページ））。 
18. オプションで ORCA を使用してこのコントローラーをブートコントローラーとして設定します

（「ブートコントローラーとしてのコントローラーの設定」（46 ページ）。 
19. オプションで、RBSU を使用してコントローラーのブート順を変更します（「コントローラー順序

の設定」（47 ページ））。 
20. 新しいコントローラーが新しいブートデバイスでない場合は、デバイスドライバーをインストール

します（「デバイスドライバーのインストール」（48 ページ））。 
21. 新しいバージョンのマネジメントエージェントが使用可能な場合は、マネジメントエージェントを

更新します。 

これでサーバーブレードが使用可能になります。 
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メザニンコントローラーボードの取り付け 
 

 警告：けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属

の安全上の注意事項とユーザードキュメントを参照してください。 
一部のサーバーには、危険な高エネルギー、高電圧回路、可動部品（ファンブレードなど）、

またはその任意の組み合わせが含まれ、製品の電源が入っているときにカバーやアクセスパ

ネルを取り外すと危険にさらされる場合があります。これらの製品を修理する場合は、危険

な高電圧製品の取り扱いに関するトレーニングを受け、保守の資格がある担当者のみが行っ

てください。感電の危険を回避するためにカバーやインターロックが取り付けられている場

合は、カバーを取り外したり、インターロックを無効にしたりしないでください。 
 

1. サーバーブレードのアクセスパネルを取り外します。 
 

 警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポー

ネントが十分に冷めてから手を触れてください。 
 

2. システムボード上の使用可能なメザニンコネクターを選択します。 

詳しくは、「サポートされているサーバーブレード」（33 ページ）を参照してください。 

3. コネクターカバーを取り外します。カバーは、将来使用できるように保管しておいてください。 

4. コネクターにコントローラーを挿入します。 

5. コントローラーの隅にある 3 本のスプリング式固定ネジを締めます。 

6. アクセスパネルを取り付けます。 
 

 注意：アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって稼動

させないでください。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機

構が正常に動作しなくなるため、高温によって装置が損傷する可能性があります。 
 

7. サーバーブレードをエンクロージャーに取り付けます。 
 

コンフィギュレーションツール 
Option ROM Configuration for Arrays 

オペレーティングシステムをインストールする前に、ORCA ユーティリティを使用して第 1 論理ドライ

ブの作成、RAID レベルの割り当て、およびオンラインスペア構成の設定を行うことができます。 

このユーティリティは、次の機能もサポートしています。 

• 1 つまたは複数の論理ドライブを再構成する 

• 現在の論理ドライブの構成を表示する 

• 論理ドライブの構成を削除する 

• コントローラーをブートコントローラーとして設定する 

• ブートボリュームを選択する 

このユーティリティを使用しない場合は、ORCA がデフォルトの標準構成に設定します。 

ORCA が使用するデフォルト構成について詳しくは、『HPE ROM ベースセットアップユーティリティ

ユーザーガイド』（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/RBSU_UG_en）を参照してください。 
 

http://www.hpe.com/support/RBSU_UG_en
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ブートコントローラーとしてのコントローラーの設定 
コントローラーをブートコントローラーとして設定するには、以下の手順を使用します。システム内に

ある他のコントローラーの起動順序設定を調整する場合は、RBSU を使用してください（「コントロー

ラー順序の設定」（47 ページ））。 

1. コントローラーが論理ドライブに接続されていることを確認します（接続されていないと、ブート

コントローラーとして設定できません）。 

2. 通常の手順でシステムをシャットダウンします。 

3. サーバーを再起動します。 

POST が動作し、サーバーのすべてのコントローラーが現在の起動順序シーケンスに従って一度に

1 台ずつ初期化されます。コントローラーが 1 台または複数のドライブに接続されていると、その

コントローラーの初期化プロセス中に、ORCA のプロンプトメッセージが表示されます。 

ブートコントローラーに設定するコントローラーの ORCA プロンプトが表示されたら、すぐに次

の手順を実行してください。 

4. F8 キーを押します。 

ORCA メインメニューが表示されます。コントローラーが論理ドライブで構成されている場合、メ

ニューに、コントローラーをブートコントローラーに設定するための項目が含まれています。 

5. 該当するメニュー項目を選択し、その後に表示される指示に従います。プロンプトが表示されたら、

設定を保存します。 

6. （オプション）このコントローラーでアレイを構成または再構成するには、ORCA を使用できます。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_jp）
にある『HPE Smart アレイコントローラーでのアレイの構成リファレンスガイド』を参照してくだ

さい。 

アレイを後で構成したり、別のユーティリティを使用してアレイを構成する場合は、ORCA を終了

し、サーバーを再起動してください。これにより、新しいブートコントローラー設定が有効になり

ます。 
 

ROM ベースセットアップユーティリティ 
RBSU は、サーバーの構成設定の変更を可能にする ROM ベースの構成ユーティリティです。RBSU の

内容は、マシンごとに異なり、サーバーのタイプごとにカスタマイズされています。RBSU を使用する

と、システム情報の表示、オペレーティングシステムの選択、システムデバイスとオプションの構成な

ど、さまざまな構成機能を使いやすくなります。 

サーバーで RBSU がサポートされる場合は、ブートプロセスでメッセージが表示されたら F9 キーを押

してこのユーティリティにアクセスしてください。『HPE ROM ベースセットアップユーティリティユー

ザーガイド』またはサーバーのマニュアルを参照してください。 
 

http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_en
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コントローラー順序の設定 
1. サーバーの電源を入れます。 

POST シーケンスが実行され、RBSU プロンプトが（短時間だけ）表示されます。 

2. プロンプトが表示されている管に、F9 キーを押して RBSU を起動します。 

3. 画面の指示に従って、システム内にある別のコントローラーのブート順を設定します。 

4. 設定を保存します。 

5. ユーティリティを終了します。 

RBSU の使用方法について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/RBSU_UG_en）にある『HPE ROM ベースセットアップユーティリティ

ユーザーガイド』を参照してください。 
 

アレイコンフィギュレーションツール 
HPE Smart アレイコントローラーでのアレイの設定には、次の 3 つのユーティリティを使用できます。 

• HPE アレイコンフィギュレーションユーティリティ（ACU）— 多くの複雑な設定作業を実行でき

る高度なユーティリティです 

• Option ROM Configuration for Arrays（ORCA）— ORCA は、簡単なユーティリティで、主に新

しいサーバーにオペレーティングシステムをインストールする前に、最初の論理ドライブを設定す

るために使用します。 

• HP NetWare オンラインアレイコンフィギュレーションユーティリティ（CPQONLIN）— Novell 
NetWare を使用するサーバーのオンライン構成のためにカスタマイズされた ACU のバージョン 
です。 

これらのユーティリティの機能と使用手順について詳しくは、『HPE Smart アレイコントローラーでの

アレイの構成リファレンスガイド』を参照してください。このガイドは、Hewlett Packard Enterprise の

Web サイト（http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_jp）で入手できます。 

どのユーティリティを使用する場合でも、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。アレイは大きな容量のドライブで最小のド

ライブと同じ容量しか使用できないため、容量が無駄になります。 

• 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。 
 

http://www.hpe.com/support/RBSU_UG_en
http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_en
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システムメンテナンスツール 
ファームウェアのアップデート 

インストールされているソフトウェアまたはコンポーネントで古いバージョンが必要な場合を除き、コ

ントローラーを最初に使用する前に、サーバーとコントローラーのファームウェアを更新しておく必要

があります。システムソフトウェアおよびファームウェアを更新するには、Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト（http://www.hpe.com/servers/spp/download）から SPP をダウンロードしてください。 

サーバー、コントローラー、またはドライブのファームウェアを更新するには、Hewlett Packard 
Enterprise サポートの Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）を参照してください。製品情

報を求められたら、適切なサーバーのモデル名を入力します。 
 

デバイスドライバーのインストール 
 

 重要：必ず、バックアップを作成してから、デバイスドライバーをインストールまたはアッ

プデートしてください。 
 

現在、Hewlett Packard Enterprise では、サーバーおよびサーバーブレード用のドライバーおよびその他

のサポートソフトウェアを Service Pack for ProLiant（SPP）を通じて配布しています。SPP は、Hewlett 
Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl）からダウンロードできます。

必ず、サーバーまたはサーバーブレード用の最新の SPP バージョンを使用してください。 

Intelligent Provisioning ソフトウェアを使用して OS をインストールした場合は、その[構成とインストー

ル]機能によって最新のドライバーサポートが提供されている場合があります。 

特定のサーバーに対応する OS ドライバーを直接見つけるには、ブラウザーで次の Web アドレスを入力

します。 

http://www.hpe.com/support/<servername> 

ここで、<servername>にはサーバーの名前を入力してください。 

以下に例を示します。 

http://www.hpe.com/support/dl360g6 
 

マネジメントエージェントのインストール 
新しいサーバーにオペレーティングシステムをインストールする際に、Intelligent Provisioning ソフト

ウェアの推奨インストール機能を使用する場合は、マネジメントエージェントは自動で同時にインス

トールされています。 

マネジメントエージェントは、Intelligent Provisioning ソフトウェアで提供される最新バージョンを使用

して更新できます。 
 

http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/servers/spp/download
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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。 

• ACU 
ACU およびその他のシステムソフトウェアは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/info/spp/docs）の SPP からダウンロードできます。 

ACU について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_jp）にある『HPE Smart アレイコントローラーでのアレ

イの構成リファレンスガイド』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、ご使用

の製品の該当するトラブルシューティングガイドを参照してください。 

• ADU 
ADU は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）で入手

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。ADU の各種エラー

メッセージの意味について詳しくは、ご使用の製品の該当するトラブルシューティングガイドを参

照してください。 

• イベント通知サービス 
このユーティリティは、アレイイベントをサーバーの IML と Microsoft® Windows®システムイベ

ントログに報告します。このユーティリティは、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 
HPE 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/insightdiagnostics）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、

ご使用の製品の該当するトラブルシューティングガイドを参照してください。 

http://www.hpe.com/info/spp
http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_en
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/insightdiagnostics
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取り外しおよび交換手順 

P212、P410、および P411 モデルでのバッテリの

交換 
 

 注意：他のコントローラーモデル用に設計されたバッテリとこのコントローラーを組み合わ

せて使用しないください。使用した場合、コントローラーが正常に動作せず、データが消失

する場合があります。このコントローラー用にサポートされていないバッテリを使用すると、

サーバーの電源を入れたときに POST メッセージが表示される場合があります。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了します。 

2. サーバーの電源を切ります。 

3. サーバーの電源コードを AC 電源から抜きます。 

4. アクセスパネルを取り外す、または開きます。 

5. BBWC ステータス LED を調べます（「バッテリパック LED」（29 ページ））。 

o LED が 2 秒ごとに点滅している場合は、データがキャッシュに残っています。システムの電源

を入れなおして、ここまでの手順を繰り返してください。 

o LED が消灯している場合は、次の手順に進んでください。 

6. 古いバッテリからバッテリケーブルを抜きます。 

 
7. 新しいバッテリにバッテリケーブルを接続します。 

8. 古いバッテリがあったサーバーの同じ場所に新しいバッテリを入れます。 

9. アクセスパネルを取り付けます。 
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P410 および P411 モデルでの FBWC モジュールの

交換 
 

 注意：キャッシュモジュールコネクターは、業界標準の DDR3 ミニ DIMM ピン配置を使用し

ません。他のコントローラーモデル用に設計されたキャッシュモジュールとこのコントロー

ラーを組み合わせて使用すると、コントローラーが正常に動作せずデータが消失する場合が

ありますので、そのような使用法は避けてください。また、このキャッシュモジュールをサ

ポートされていないコントローラーモデルに移動しないでください。データが消失する場合

があります。 
 

1. コントローラーのファームウェアを更新します。「ファームウェアを更新する」（48 ページ）を

参照してください。 

2. すべてのアプリケーションを終了します。 

3. サーバーの電源を切ります。 

4. 電源コードを AC 電源から抜き取ります。 

5. 電源コードをサーバーから抜き取ります。 

6. アクセスパネルを取り外す、または開きます。 

7. 既存のキャッシュモジュールがコンデンサーパックに接続されている場合は、FBWC モジュールの

LED を調べます（27 ページ）。 

o オレンジ色の LED が点滅している場合は、データがキャッシュに残っています。システムの電

源を入れなおして、手順 1 から再開してください。 

o オレンジ色の LED が消灯している場合は、サーバーからコントローラーを取り外し、次の手順

に進んでください。 

8. DIMM スロットの両側にあるイジェクターラッチを開きます。通常は、DIMM スロットからキャッ

シュモジュールが押し出されます。モジュールが自動的に出ない場合は、キャッシュモジュールを

取り出します。 

 
 

 注意：コンデンサーパックケーブルを接続するときまたは取り外すとき、キャッシュモジュー

ルやケーブルのコネクターが損傷することがあります。これらのコネクターの損傷を防止す

るために、無理な力を加えないようにして作業を慎重に行ってください。 
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9. キャッシュモジュールがコンデンサーパックに接続されている場合は、キャッシュモジュールの上

部にあるコネクターからコンデンサーパックケーブルを慎重に取り外します。 

 
10. 取り外したキャッシュモジュールがコンデンサーパックに接続されていた場合は、コンデンサー

パックケーブルを新しいキャッシュモジュールに慎重に接続しなおします。 

11. DIMM スロットに新しいキャッシュモジュールを取り付けます。 

12. DIMM スロットのイジェクターラッチを閉じます。 

13. コントローラーを取り付けます。 
 

P212、P410、および P411 モデルでの BBWC モ

ジュールの交換 
 

 注意：キャッシュモジュールコネクターは、業界標準の DDR3 ミニ DIMM ピン配置を使用し

ません。他のコントローラーモデル用に設計されたキャッシュモジュールとこのコントロー

ラーを組み合わせて使用すると、コントローラーが正常に動作せずデータが消失する場合が

ありますので、そのような使用法は避けてください。また、このキャッシュモジュールをサ

ポートされていないコントローラーモデルに移動しないでください。データが消失する場合

があります。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了します。 

2. サーバーの電源を切ります。 

3. 電源コードを AC 電源から抜き取ります。 

4. 電源コードをサーバーから抜き取ります。 

5. アクセスパネルを取り外す、または開きます。 

6. 既存のキャッシュモジュールがバッテリに接続されている場合は、BBWC ステータス LED を調べ

ます（「バッテリパック LED」（29 ページ））。 

o LED が 2 秒ごとに点滅している場合は、データがキャッシュに残っています。システムの電源

を入れなおして、ここまでの手順を繰り返してください。 

o LED が消灯している場合は、サーバーからコントローラーを取り外し、次の手順に進んでくだ

さい。 
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7. DIMM スロットの両側にあるイジェクターラッチを開きます。通常は、DIMM スロットからキャッ

シュモジュールが押し出されます。モジュールが自動的に出ない場合は、キャッシュモジュールを

取り出します。 

 
8. キャッシュモジュールが接続されている場合は、キャッシュモジュールの背面にあるコネクターか

らバッテリケーブルを取り外します。 

 
9. 取り外したキャッシュモジュールがバッテリに接続されていた場合は、バッテリケーブルを新しい

キャッシュモジュールに接続しなおします。 

10. DIMM スロットに新しいキャッシュモジュールを取り付けます。 

11. DIMM スロットのイジェクターラッチを閉じます。 

12. コントローラーを取り付けます。 
 



 

取り外しおよび交換手順 54 

P222、P420、P421、および P822 モデルでの FBWC
モジュールの交換 

 

 注意：キャッシュモジュールコネクターは、業界標準の DDR3 ミニ DIMM ピン配置を使用し

ません。他のコントローラーモデル用に設計されたキャッシュモジュールとこのコントロー

ラーを組み合わせて使用すると、コントローラーが正常に動作せずデータが消失する場合が

ありますので、そのような使用法は避けてください。また、このキャッシュモジュールをサ

ポートされていないコントローラーモデルに移動しないでください。データが消失する場合

があります。 
 

1. コントローラーのファームウェアを更新します。「ファームウェアを更新する」（48 ページ）を

参照してください。 

2. すべてのアプリケーションを終了します。 

3. サーバーの電源を切ります。 

4. 電源コードを AC 電源から抜き取ります。 

5. 電源コードをサーバーから抜き取ります。 

6. アクセスパネルを取り外す、または開きます。 

7. 既存のキャッシュモジュールがコンデンサーパックに接続されている場合は、FBWC モジュールの

LED を調べます（27 ページ）。 

o バックアップが進行中の場合は、バックアップが完了するまで待ちます。 

o バックアップが完了したら、サーバーからコントローラーを取り外して次の手順に進んでくだ

さい。キャッシュが故障している場合も同様です。 

8. キャッシュモジュールに手が届きにくい場合は、コントローラーを取り外します。 

9. DIMM スロットの両側にあるイジェクターラッチを開きます。通常は、DIMM スロットからキャッ

シュモジュールが押し出されます。モジュールが自動的に出ない場合は、キャッシュモジュールを

取り出します。 

 
 

 注意：コンデンサーパックケーブルを接続するときまたは取り外すとき、キャッシュモジュー

ルやケーブルのコネクターが損傷することがあります。これらのコネクターの損傷を防止す

るために、無理な力を加えないようにして作業を慎重に行ってください。 
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10. キャッシュモジュールがコンデンサーパックに接続されている場合は、キャッシュモジュールの上

部にあるコネクターからコンデンサーパックケーブルを慎重に取り外します。 

 
11. 取り外したキャッシュモジュールがコンデンサーパックに接続されていた場合は、コンデンサー

パックケーブルを新しいキャッシュモジュールに慎重に接続しなおします。 

12. DIMM スロットに新しいキャッシュモジュールを取り付けます。 

13. DIMM スロットのイジェクターラッチを閉じます。 

14. モジュールでの作業のためにコントローラーを取り外した場合は、取り付けます。 
 

E500 または P400 キャッシュバッテリの取り付け 
バッテリを新しく取り付けるのではなく、既存の E500 または P400 キャッシュバッテリを交換する場

合は、この取り付け手順ではなく、交換手順に従ってください（「E500 または P400 キャッシュバッテ

リの交換」（57 ページ））。 
 

 警告：バッテリパックの取り扱いを誤ると爆発や火災が発生したり、やけどをしたりする危

険性があります。「バッテリの廃棄に関する注意」（94 ページ）を参照してから、バッテリ

パックを備える品目の取り付けや取り外しを行ってください。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーの電源を切ります。 
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2. バッテリケーブル（バッテリパックキットに付属）をバッテリパックに差し込みます。 

 
3. 新しいバッテリパックをサーバーに取り付けます。（取り付け位置は、サーバーによって異なりま

す。詳しくは、そのサーバー固有のユーザーガイドを参照してください）。 

4. バッテリケーブルのもう一方の端を、キャッシュモジュール上のコネクターに接続します。 

 
バッテリパックを取り付けると、再起動時に、アレイアクセラレータ（キャッシュ）が一時的に無効に

なっていることを示す POST メッセージが表示される場合があります。新しいバッテリパックは充電状

態が低下している可能性が高いため、これは異常ではありません。バッテリが取り付けられると再充電

処理が自動的に開始されるため、特に対処は必要ありません。バッテリパックの再充電中もコントロー

ラーは正常に動作しますが、アレイアクセラレータのパフォーマンス上の利点はなくなります。バッテ

リパックが所定のレベルまで充電されると、アレイアクセラレータが自動的に有効化されます。 
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E500 または P400 キャッシュバッテリの交換 
 

 警告：バッテリパックの取り扱いを誤ると爆発や火災が発生したり、やけどをしたりする危

険性があります。「バッテリの廃棄に関する注意」（94 ページ）を参照してから、バッテリ

パックを備える品目の取り付けや取り外しを行ってください。 
 

 

 注意：バッテリパックは、サーバーの電源を入れたまま交換しないでください。サーバーの

電源が入っていると、一方の端をキャッシュに接続したままのバッテリケーブルの、接続さ

れていないもう一方の端によって短絡回路が発生し、修復不可能な電気的損傷を引き起こす

場合があります。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーの電源を切ります。 

2. サーバーの電源コードを AC 電源から抜きます。 

3. バッテリパックにアクセスするときに邪魔になるすべてのコンポーネントを取り外します。詳細情

報については、サーバー固有のユーザーガイドを参照してください。 

4. BBWC ステータス LED を調べます（「バッテリパック LED」（29 ページ））。 

o LED が 2 秒ごとに点滅している場合は、データがキャッシュに残っています。システムの電源

を入れなおして、ここまでの手順を繰り返してください。 

o LED が消灯している場合は、次の手順に進んでください。 

5. バッテリパックからキャッシュケーブルを外します。 

6. サーバーからバッテリパックを取り外します。 

7. 新しいバッテリパックにキャッシュケーブルを接続します。 

8. 新しいバッテリパックをサーバーに取り付けます。 
 

 注記：バッテリパックを取り付けると、再起動時に、アレイアクセラレータ（キャッシュ）

が一時的に無効になっていることを示す POST メッセージが表示される場合があります。新

しいバッテリパックは充電状態が低下している可能性が高いため、これは異常ではありませ

ん。バッテリが取り付けられると再充電処理が自動的に開始されるため、特に対処は必要あ

りません。バッテリパックの再充電中もコントローラーは正常に動作しますが、アレイアク

セラレータのパフォーマンス上の利点はなくなります。バッテリパックが十分なレベルまで

充電されると、アレイアクセラレータは自動的に有効化されます。 
 

 

E500 または P400 キャッシュの交換 
 

 注意：キャッシュモジュールコネクターは、業界標準の DDR3 ミニ DIMM ピン配置を使用し

ません。他のコントローラーモデル用に設計されたキャッシュモジュールとこのコントロー

ラーを組み合わせて使用すると、コントローラーが正常に動作せずデータが消失する場合が

ありますので、そのような使用法は避けてください。また、このキャッシュモジュールをサ

ポートされていないコントローラーモデルに移動しないでください。データが消失する場合

があります。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーの電源を切ります。この手順により、すべてのデー

タがキャッシュからフラッシュされます。 

2. 電源コードを AC 電源から抜き取ります。 

3. 電源コードをサーバーから抜き取ります。 
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4. 既存のキャッシュがバッテリに接続されている場合は、BBWC ステータス LED を調べます（「バッ

テリパック LED」（29 ページ））。 

o LED が 2 秒ごとに点滅している場合は、データがキャッシュに残っています。システムの電源

を入れなおして、ここまでの手順を繰り返してください。 

o LED が点滅しない場合は、キャッシュからバッテリケーブルを取り外します。 

 
5. コントローラーをサーバーから取り外して、非電導性の平らで安定した作業台の上に置きます。 

6. キャッシュモジュールの両側を同じ力で引いて、既存のキャッシュをコントローラーから取り外し

ます。 

 
7. コントローラーに新しいキャッシュを取り付けます。接触不良にならないように、各コネクターの

上からしっかり押さえつけてください。（キャッシュが正しく接続されていないと、コントローラー

は起動できません）。 

8. コントローラーをサーバーに取り付けます。 

9. 取り外したキャッシュがバッテリパックに接続されていた場合は、バッテリケーブルを新しい

キャッシュに接続します。 
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P700m キャッシュバッテリの交換 
 

 注意：静電気放電によって、電気回路などのコンポーネントが損傷することがあります。必

ず、正しくアースを行ってからこの手順を開始してください。 
 

バッテリの交換方法は、バッテリケースがサーバーシャーシの内壁に固定用ストラップで取り付けられ

ているか、ドライブスロットにあるかによって異なります。 

サーバーシャーシの内壁に取り付けられているバッテリケースを交換するには、次の手順を実行します。 

1. すべてのデータのバックアップを取ります。 

2. すべてのアプリケーションを終了します。 

3. サーバーの電源を切ります。 

4. エンクロージャーからサーバーを取り外します。 

5. サーバーのアクセスパネルを取り外します。 

6. バッテリケースをシャーシの内壁から取り外します。 

7. ケーブルをバッテリから取り外します。 

8. 交換用バッテリにバッテリケーブルを接続します。 

9. バッテリケースをシャーシの内壁に取り付けます。 

10. サーバーのアクセスパネルを閉じます。 

11. サーバーをエンクロージャーに取り付けます。 

バッテリパックを取り付けると、再起動時に、アレイアクセラレータ（キャッシュ）が一時的に無効に

なっていることを示す POST メッセージが表示される場合があります。新しいバッテリパックは充電状

態が低下している可能性が高いため、これは異常ではありません。 

バッテリパックの再充電中もコントローラーは正常に動作しますが、アレイアクセラレータのパフォー

マンス上の利点はなくなります。バッテリが取り付けられると再充電処理が自動的に開始されるため、

特に対処は必要ありません。バッテリパックが所定のレベルまで充電されると、アレイアクセラレータ

が自動的に有効化されます。 

ドライブスロットにあるバッテリケースを交換するには、次の手順を実行します。 

1. すべてのデータのバックアップを取ります。 

2. すべてのアプリケーションを終了します。 

3. サーバーの電源を切ります。 

4. エンクロージャーからサーバーを取り外します。 

5. サーバーのアクセスパネルを取り外します。 

6. ドライブスロットからバッテリケースを取り外します。 

7. バッテリケーブルを外します。 

8. バッテリケースを裏返します。 
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9. バッテリケースの右側の部分を引いてバッテリパックから離し、同時にバッテリパックを開口部の

外側に向けて回します。 

 
10. 図のように、バッテリケースの開口部に交換用バッテリパックを置きます。バッテリパック上部の

左端は、開口部の左端にある支柱のフランジの下に置きます。バッテリパックの右側は、右側の支

柱の上に置きます。 
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11. バッテリケースの右側の部分を引いてバッテリパックから離し、同時にバッテリパックを開口部の

内側に向けて回します。 

 
12. バッテリケーブルをバッテリパックとキャッシュに接続します。キャッシュとバッテリパックを同

時に取り外すことができるように、バッテリケーブルを配線します（データを転送するために

キャッシュを取り外す必要がある場合は、データ維持のためにバッテリパックを接続したままにす

る必要があります）。 

13. バッテリケースをドライブスロットに挿入します。 

14. サーバーのアクセスパネルを閉じます。 

15. サーバーをエンクロージャーに取り付けます。 

バッテリパックを取り付けると、再起動時に、アレイアクセラレータ（キャッシュ）が一時的に無効に

なっていることを示す POST メッセージが表示される場合があります。新しいバッテリパックは充電状

態が低下している可能性が高いため、これは異常ではありません。 

バッテリパックの再充電中もコントローラーは正常に動作しますが、アレイアクセラレータのパフォー

マンス上の利点はなくなります。バッテリが取り付けられると再充電処理が自動的に開始されるため、

特に対処は必要ありません。バッテリパックが所定のレベルまで充電されると、アレイアクセラレータ

が自動的に有効化されます。 
 

P711m コンデンサーパックの取り外し 
1. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーブレードの電源を切ります。この方法により、すべ

てのデータがキャッシュモジュールからフラッシュされます。 

2. FBWC モジュールの LED を確認します（27 ページ）。 

o 緑色の LED が消灯し、オレンジ色の LED が点灯している場合、コントローラーは DDR メモリ

からフラッシュメモリにデータを転送しています。データ転送が完了するのを待ち（約 60 秒）、

次の手順に進みます。 

o オレンジ色の LED が消灯している場合は、次の手順に進みます。 
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3. コントローラーをサーバーから取り外します。サーバーブレードに付属のマニュアルを参照してく

ださい。 
 

 注意：コンデンサーパックケーブルを接続するときまたは取り外すとき、キャッシュモジュー

ルやケーブルのコネクターが損傷することがあります。これらのコネクターの損傷を防止す

るために、無理な力を加えないようにして作業を慎重に行ってください。 
 

4. コンデンサーパックを取り外します。 

a. ブラケットからコンデンサーパックを持ち上げます。 

 
b. コンデンサーパックのケーブルをキャッシュモジュールから切断します。 

 
 

P711m キャッシュモジュールの交換 
 

 注意：電子部品の損傷を防止するために、正しくアースを行ってから取り付け、取り外し、

または交換手順を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可

能性があります。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーブレードの電源を切ります。この方法により、すべ

てのデータがキャッシュモジュールからフラッシュされます。 
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2. FBWC モジュールの LED を確認します（27 ページ）。 

o 緑色の LED が消灯し、オレンジ色の LED が点灯している場合、コントローラーは DDR メモリ

からフラッシュメモリにデータを転送しています。データ転送が完了するのを待ち（約 60 秒）、

次の手順に進みます。 

o オレンジ色の LED が消灯している場合は、次の手順に進みます。 

3. コントローラーをサーバーから取り外します。サーバーブレードに付属のマニュアルを参照してく

ださい。 
 

 注意：コンデンサーパックケーブルを接続するときまたは取り外すとき、キャッシュモジュー

ルやケーブルのコネクターが損傷することがあります。これらのコネクターの損傷を防止す

るために、無理な力を加えないようにして作業を慎重に行ってください。 
 

4. コンデンサーパックを取り外します。 

a. ブラケットからコンデンサーパックを持ち上げます。 

 
コンデンサーパックのケーブルをキャッシュモジュールから切断します。 
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5. 元のキャッシュモジュールを取り外します。 

 
 

 注意：キャッシュモジュールコネクターは、業界標準の DDR3 ミニ DIMM ピン配置を使用し

ません。他のコントローラーモデル用に設計されたキャッシュモジュールとこのコントロー

ラーを組み合わせて使用すると、コントローラーが正常に動作せずデータが消失する場合が

ありますので、そのような使用法は避けてください。また、このキャッシュモジュールをサ

ポートされていないコントローラーモデルに移動しないでください。データが消失する場合

があります。 
 

6. 交換用またはアップグレード用のキャッシュモジュールを取り付けます。 
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7. コンデンサーパックケーブルを接続するのに十分な余裕を持って、コンデンサーパックをブラケッ

トに取り付けます。 

 
 

 注意：コンデンサーパックケーブルを接続するときまたは取り外すとき、キャッシュモジュー

ルやケーブルのコネクターが損傷することがあります。これらのコネクターの損傷を防止す

るために、無理な力を加えないようにして作業を慎重に行ってください。 
 

8. コンデンサーパックのケーブルをキャッシュモジュールに接続します。 

 
9. コントローラーをサーバーブレードに取り付けます。 

コンデンサーパックを取り付けた後、再起動中に、アレイアクセラレータ（キャッシュモジュール）が

一時的に無効になっていることを示す POST メッセージが表示される場合があります。新しいコンデン

サーパックは充電状態が低下している可能性が高いため、これは異常ではありません。コンデンサーパッ

クを取り付けると再充電処理が自動的に開始され、サーバーの電源が入るため、特に対処は必要ありま

せん。コンデンサーパックの再充電中は、アレイアクセラレータによる性能の向上はありませんが、コ

ントローラーは正常に動作します。コンデンサーパックが十分なレベルまで充電されると、コントロー

ラーによってアレイアクセラレータが自動的に有効化されます。 
 



 

取り外しおよび交換手順 66 

P712m キャッシュモジュールの交換 
 

 注意：キャッシュモジュールコネクターは、業界標準の DDR3 ミニ DIMM ピン配置を使用し

ません。他のコントローラーモデル用に設計されたキャッシュモジュールとこのコントロー

ラーを組み合わせて使用すると、コントローラーが正常に動作せずデータが消失する場合が

ありますので、そのような使用法は避けてください。また、このキャッシュモジュールをサ

ポートされていないコントローラーモデルに移動しないでください。データが消失する場合

があります。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーブレードの電源を切ります。 

2. アクセスパネルを取り外す、または開きます。 

3. DIMM スロットの両側にあるイジェクターラッチを開きます。通常は、DIMM スロットからキャッ

シュモジュールが押し出されます。モジュールが自動的に出ない場合は、キャッシュモジュールを

取り出します。 

 
4. DIMM スロットに新しいキャッシュモジュールを取り付けます。 

5. DIMM スロットのイジェクターラッチを閉じます。 

6. コントローラーを取り付けます。 
 

P721m での FBWC モジュールの交換 
 

 注意：キャッシュモジュールコネクターは、業界標準の DDR3 ミニ DIMM ピン配置を使用し

ません。他のコントローラーモデル用に設計されたキャッシュモジュールとこのコントロー

ラーを組み合わせて使用すると、コントローラーが正常に動作せずデータが消失する場合が

ありますので、そのような使用法は避けてください。また、このキャッシュモジュールをサ

ポートされていないコントローラーモデルに移動しないでください。データが消失する場合

があります。 
 

1. コントローラーのファームウェアを更新します。「ファームウェアを更新する」（48 ページ）を

参照してください。 

2. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーブレードの電源を切ります。 

3. アクセスパネルを取り外す、または開きます。 
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4. 既存のキャッシュモジュールがコンデンサーパックに接続されている場合は、FBWC モジュールの

LED を調べます（27 ページ）。 

o バックアップが進行中の場合は、バックアップが完了するまで待ちます。 

o バックアップが完了したら、サーバーからコントローラーを取り外して次の手順に進んでくだ

さい。キャッシュが故障している場合も同様です。 

5. キャッシュモジュールに手が届きにくい場合は、コントローラーを取り外します。 

6. DIMM スロットの両側にあるイジェクターラッチを開きます。通常は、DIMM スロットからキャッ

シュモジュールが押し出されます。モジュールが自動的に出ない場合は、キャッシュモジュールを

取り出します。 

 
 

 注意：コンデンサーパックケーブルを接続するときまたは取り外すとき、キャッシュモジュー

ルやケーブルのコネクターが損傷することがあります。これらのコネクターの損傷を防止す

るために、無理な力を加えないようにして作業を慎重に行ってください。 
 

7. キャッシュモジュールがコンデンサーパックに接続されている場合は、キャッシュモジュールの上

部にあるコネクターからコンデンサーパックケーブルを慎重に取り外します。 

 
8. 取り外したキャッシュモジュールがコンデンサーパックに接続されていた場合は、コンデンサー

パックケーブルを新しいキャッシュモジュールに慎重に接続しなおします。 



 

取り外しおよび交換手順 68 

9. DIMM スロットに新しいキャッシュモジュールを取り付けます。 

10. DIMM スロットのイジェクターラッチを閉じます。 

11. モジュールでの作業のためにコントローラーを取り外した場合は、取り付けます。 
 

P800 キャッシュバッテリの交換 
 

 注意：静電気放電によって、電気回路などのコンポーネントが損傷することがあります。必

ず、正しくアースを行ってからこの手順を開始してください。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーの電源を切ります。この手順により、すべてのデー

タがキャッシュからフラッシュされます。 

2. BBWC ステータス LED を調べます（「バッテリパック LED」（29 ページ））。 

o LED が 2 秒ごとに点滅している場合は、データがキャッシュに残っています。システムの電源

を入れなおして、ここまでの手順を繰り返してください。 

o LED が消灯している場合は、次の手順に進んでください。 
 

 警告：バッテリパックの取り扱いを誤ると爆発や火災が発生したり、やけどをしたりする危

険性があります。「バッテリの廃棄に関する注意」（94 ページ）を参照してから、バッテリ

パックを備える品目の取り付けや取り外しを行ってください。 
 

3. コントローラーをサーバーから取り外します。 

4. バッテリクリップのフランジを外側に引き（1）、クリップを 180 度回転させて、バッテリの上に

載せます（2）。 

 
5. バッテリをコントローラーの右端の方にスライドさせて、ブラケットから取り外します。 
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6. バッテリアセンブリを持ったまま、クリップをバッテリに対して約 30 度の位置に傾け、クリップ

ヒンジに沿ってクリップを押して、クリップをバッテリから取り外します。 

 
以降の手順は、バッテリを交換するか、追加するかによって異なります。 

o バッテリを交換する場合は、次の手順に進みます。 

o オプションの 3 つ目のバッテリを追加する場合は、手順 9 に進みます。 

7. バッテリを分離させます。 

a. バッテリを裏返します。 

b. 右側のバッテリケースのへりを、隣のバッテリケースの端から引き離します（1）。 

c. 電池を反対方向にスライドさせます（2）。 

 
8. 寿命が来たバッテリまたは故障したバッテリを、環境に適合した方法で廃棄します（「バッテリの

廃棄に関する注意」（94 ページ））。 
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9. 新しいバッテリと残りの正常なバッテリを図のように並べ、それらを押し付けてスライドさせて、

位置をそろえます。バッテリが結合されてひとつのユニットになります。 

 
10. バッテリクリップを取り付けます。 

a. クリップのヒンジがバッテリの対応するヒンジ支柱と並ぶように、クリップを配置します。 

b. クリップをバッテリに対して約 30 度の角度で保持します。 

c. クリップのヒンジを押して、クリップをはめ込みます。 

 
11. バッテリを取り付けなおします。 

a. DIMM ソケットの近くと上端および右端でコントローラーボードを持ち、ボードができるだけ

歪まないようにします。 
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b. バッテリを配置して、各バッテリの底面にある突起 A をコントローラーボード上の対応する穴

B に、突起 C をスロット D に挿入します。 

 
c. バッテリをボードブラケットの方にスライドさせて、キャッシュモジュールのコネクターに

しっかりと固定します。 

 
12. バッテリクリップをコントローラーボードに固定します。 

a. クリップをキャッシュモジュール上に回転させます（1）。 
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b. クリップの両端をしっかりと押して（2）、カチッと音がするまでコントローラーボードの下に

押し込みます。 

 
13. コントローラーをサーバーに取り付けなおします。 

バッテリパックを取り付けると、再起動時に、アレイアクセラレータ（キャッシュ）が一時的に無効に

なっていることを示す POST メッセージが表示される場合があります。新しいバッテリパックは充電状

態が低下している可能性が高いため、これは異常ではありません。バッテリが取り付けられると再充電

処理が自動的に開始されるため、特に対処は必要ありません。バッテリパックの再充電中もコントロー

ラーは正常に動作しますが、アレイアクセラレータのパフォーマンス上の利点はなくなります。バッテ

リパックが十分なレベルまで充電されると、アレイアクセラレータは自動的に有効化されます。 
 

P800 キャッシュモジュールまたはコントローラー

の交換 
 

 注意：静電気放電によって、電気回路などのコンポーネントが損傷することがあります。必

ず、正しくアースを行ってからこの手順を開始してください。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーの電源を切ります。この手順により、すべてのデー

タがキャッシュからフラッシュされます。 

2. BBWC ステータス LED を調べます（「バッテリパック LED」（29 ページ））。 

o LED が 2 秒ごとに点滅している場合は、データがキャッシュに残っています。システムの電源

を入れなおして、ここまでの手順を繰り返してください。 

o LED が消灯している場合は、次の手順に進んでください。 
 

 警告：バッテリパックの取り扱いを誤ると爆発や火災が発生したり、やけどをしたりする危

険性があります。「バッテリの廃棄に関する注意」（94 ページ）を参照してから、バッテリ

パックを備える品目の取り付けや取り外しを行ってください。 
 

3. コントローラーをサーバーから取り外します。 
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4. バッテリクリップのフランジを外側に引き（1）、クリップを 180 度回転させて、バッテリの上に

載せます（2）。 

 
5. DIMM コネクターのラッチを外側に開きます（1）。 

6. バッテリアセンブリとキャッシュモジュールをスライドさせてコントローラーボードから取り外

します（2）。 

 
ここでの手順は、コントローラーを交換するか、キャッシュモジュールを交換するかによって異な

ります。 

o コントローラーを交換する場合は、すぐに次の手順に進みます。 

o キャッシュモジュールを交換する場合は、キャッシュモジュールをバッテリアセンブリから取

り出し、その場所に新しいキャッシュモジュールを取り付けてから、次の手順に進みます。 

7. キャッシュモジュールとバッテリをコントローラーボードに取り付けます。 

a. DIMM コネクターの近くと上端および右端でコントローラーボードを持ち、ボードができるだ

け歪まないようにします。 
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b. バッテリを配置して、各バッテリの底面にある突起 A をコントローラーボード上の対応する穴

B に、突起 C をスロット D に挿入します。 

 
c. バッテリをボードブラケットの方にスライドさせて、キャッシュモジュールのコネクターを

DIMM コネクターにしっかりと固定します（キャッシュモジュールが適切に固定されると、

キャッシュモジュールの金色の接点が、DIMM コネクター内に完全に隠れます）。 

 
8. バッテリクリップをコントローラーボードに固定します。 

a. クリップをキャッシュモジュール上に回転させます（1）。 
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b. クリップの両端をしっかりと押して（2）、カチッと音がするまでコントローラーボードの下に

押し込みます。 

 
9. コントローラーをサーバーに取り付けなおします。 

 

P812 キャッシュモジュールの交換 
 

 注意：電子部品の損傷を防止するために、正しくアースを行ってから取り付け、取り外し、

または交換手順を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可

能性があります。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーの電源を切ります。この方法により、すべてのデー

タがキャッシュモジュールからフラッシュされます。 

2. FBWC モジュールの LED を確認します（27 ページ）。 

o 緑色の LED が消灯し、オレンジ色の LED が点灯している場合、コントローラーは DDR メモリ

からフラッシュメモリにデータを転送しています。データ転送が完了するのを待ち（約 60 秒）、

次の手順に進みます。 

o オレンジ色の LED が消灯している場合は、次の手順に進みます。 

3. コントローラーをサーバーから取り外します。サーバーに付属のマニュアルを参照してください。 

4. コンデンサーパッククリップを開きます。 

a. バッテリクリップのフランジを引き出します。 
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b. クリップを 180 度回転させ、コンデンサーパックの上面に載せます。 

 
 

 注意：コンデンサーパックケーブルを接続するときまたは取り外すとき、キャッシュモジュー

ルやケーブルのコネクターが損傷することがあります。これらのコネクターの損傷を防止す

るために、無理な力を加えないようにして作業を慎重に行ってください。 
 

5. コンデンサーパックを取り外します。 

a. コンデンサーパックをスライドさせて、キャッシュモジュールから 2 cm 離します。 

b. コンデンサーパックのケーブルをキャッシュモジュールから切断します。 

c. コントローラーからコンデンサーパックとクリップを持ち上げます。 
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6. 元のキャッシュモジュールを取り外します。 

 
 

 注意：キャッシュモジュールコネクターは、業界標準の DDR3 ミニ DIMM ピン配置を使用し

ません。他のコントローラーモデル用に設計されたキャッシュモジュールとこのコントロー

ラーを組み合わせて使用すると、コントローラーが正常に動作せずデータが消失する場合が

ありますので、そのような使用法は避けてください。また、このキャッシュモジュールをサ

ポートされていないコントローラーモデルに移動しないでください。データが消失する場合

があります。 
 

7. 交換用またはアップグレード用のキャッシュモジュールを取り付けます。 

 
8. コンデンサーパックの底面にある柱をコントローラーの穴と溝に合わせます。 
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9. コンデンサーパックケーブルを接続するのに十分な余裕を持って、コンデンサーパックをコント

ローラーの上まで下げます。 

 
 

 注意：コンデンサーパックケーブルを接続するときまたは取り外すとき、キャッシュモジュー

ルやケーブルのコネクターが損傷することがあります。これらのコネクターの損傷を防止す

るために、無理な力を加えないようにして作業を慎重に行ってください。 
 

10. コンデンサーパックのケーブルをキャッシュモジュールに接続します。 

11. コンデンサーパックをキャッシュモジュールの方へスライドさせます。キャッシュモジュールの

エッジがコンデンサーパックの溝に入ることを確認してください。 

 
12. コンデンサーパッククリップを固定します。 
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a. キャッシュモジュールの上で、クリップを下向きに回転させます。 

 
b. クリップの両端をしっかりと押して、カチッと音がするまでコントローラーボードの下に押し込

みます。 

13. コントローラーをサーバーに取り付けます。 

コンデンサーパックを取り付けた後、再起動中に、アレイアクセラレータ（キャッシュモジュール）が

一時的に無効になっていることを示す POST メッセージが表示される場合があります。新しいコンデン

サーパックは充電状態が低下している可能性が高いため、これは異常ではありません。コンデンサーパッ

クを取り付けると再充電処理が自動的に開始され、サーバーの電源が入るため、特に対処は必要ありま

せん。コンデンサーパックの再充電中は、アレイアクセラレータによる性能の向上はありませんが、コ

ントローラーは正常に動作します。コンデンサーパックが十分なレベルまで充電されると、コントロー

ラーによってアレイアクセラレータが自動的に有効化されます。 
 

P822 キャッシュモジュールの交換 
 

 注意：電子部品の損傷を防止するために、正しくアースを行ってから取り付け、取り外し、

または交換手順を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可

能性があります。 
 

1. すべてのアプリケーションを終了し、サーバーの電源を切ります。この方法により、すべてのデー

タがキャッシュモジュールからフラッシュされます。 

2. FBWC モジュールの LED を確認します（27 ページ）。 

o 緑色の LED が消灯し、オレンジ色の LED が点灯している場合、コントローラーは DDR メモリ

からフラッシュメモリにデータを転送しています。データ転送が完了するのを待ち（約 60 秒）、

次の手順に進みます。 

o オレンジ色の LED が消灯している場合は、次の手順に進みます。 

3. コントローラーをサーバーから取り外します。サーバーに付属のマニュアルを参照してください。 
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4. 元のキャッシュモジュールを取り外します。 

 
 

 注意：キャッシュモジュールコネクターは、業界標準の DDR3 ミニ DIMM ピン配置を使用し

ません。他のコントローラーモデル用に設計されたキャッシュモジュールとこのコントロー

ラーを組み合わせて使用すると、コントローラーが正常に動作せずデータが消失する場合が

ありますので、そのような使用法は避けてください。また、このキャッシュモジュールをサ

ポートされていないコントローラーモデルに移動しないでください。データが消失する場合

があります。 
 

5. 交換用またはアップグレード用のキャッシュモジュールを取り付けます。 

 
6. コントローラーをサーバーに取り付けます。 



 

ドライブに関わる各手順 81 

ドライブに関わる各手順 

従来のドライブのステータスの識別 
従来のドライブは、ProLiant G7 以前のサーバーやサーバーブレードでサポートされます。従来のドラ

イブは、次の図に示すキャリアで識別します。 

ドライブがアレイを構成し、電源の入っているコントローラーに接続されている場合、ドライブ LED が

ドライブの状態を示します。 

 
 

番号 説明 
1 障害/UID LED (オレンジ色/青色) 

2 オンライン LED (緑色) 
 
 

オンライン/動作

LED（緑色） 
障害/UID LED 

（オレンジ色/青色） 
説明 

点灯、消灯、また

は点滅 
オレンジ色と青色が

交互に点灯 
ドライブで障害が発生したか、このドライブの障害予測ア

ラートが受信されました。また、ドライブが管理アプリケー

ションによって選択されています。 

点灯、消灯、また

は点滅 
青色で点灯 ドライブは、正常に動作しており、管理アプリケーションに

よって選択されています。 

点灯 オレンジ色で規則的

に点滅 (1Hz) 
このドライブの障害予測アラートが受信されました。 
できるだけ早くドライブを交換してください。 

点灯 消灯 ドライブは、オンラインですが、現在はアクティブではあり

ません。 

規則的に点滅

（1Hz） 
オレンジ色で規則的

に点滅 (1Hz) 
ドライブを取り外さないでください。ドライブを取り外すと

現在の動作が停止し、データが消失する場合があります。 
ドライブは、容量拡張中またはストライプ移行中のアレイに

属しています。このドライブの障害予測アラートが通知され

ました。データ消失の危険性を最小限に抑えるために、拡張

や移行が完了するまでドライブを交換しないでください。 
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オンライン/動作

LED（緑色） 
障害/UID LED 

（オレンジ色/青色） 
説明 

規則的に点滅

（1Hz） 
消灯 ドライブを取り外さないでください。ドライブを取り外すと、

現在の動作が停止し、データが消失する場合があります。 
ドライブは、再構築中か、消去中か、容量拡張中またはスト

ライプサイズ移行中のアレイに組み込まれています。 

不規則に点滅 オレンジ色で規則的

に点滅 (1Hz) 
ドライブは、アクティブですが、このドライブの障害予測ア

ラートが受信されました。できるだけ早くドライブを交換し

てください。 

不規則に点滅 消灯 ドライブは動作しており、正常に動作しています。 

消灯 オレンジ色で点灯 このドライブの重大な障害条件が確認され、コントローラに

よってオフラインにされました。できるだけ早くドライブを

交換してください。 

消灯 オレンジ色で規則的

に点滅 (1Hz) 
このドライブの障害予測アラートが受信されました。できる

だけ早くドライブを交換してください。 

消灯 消灯 ドライブは、オフラインになっているか、スペアドライブに

構成されているか、アレイに組み込まれていません。 
 

 

HPE SmartDrive のステータスの識別 
HPE SmartDrive は、ProLiant Gen8 サーバーおよびサーバーブレードからサポートが始まった、Hewlett 
Packard Enterprise の最新ドライブテクノロジーです。HPE SmartDrive は、以前の世代のサーバーや

サーバーブレードではサポートされません。HPE SmartDrive は、次の図に示すキャリアで識別します。 

ドライブがアレイを構成し、電源の入っているコントローラーに接続されている場合、ドライブ LED が

ドライブの状態を示します。 

 
 

番号 LED ステータス 意味 
1 位置確認 青色で点灯 ドライブは、ホストアプリケーションによって識別されています。 

  青色で点滅 ドライブキャリアのファームウェアが更新中かまたは更新を必要

としています。 

2 アクティビティ

リング 
緑色で回転 ドライブが動作中です。 

  消灯 ドライブが動作していません。 

3 取り外し禁止 白色で点灯 ドライブを取り外さないでください。ドライブを取り外すと、1
つまたは複数の論理ドライブで障害が発生します。 

  消灯 ドライブを取り外しても、論理ドライブで障害は発生しません。 

4 ドライブステー

タス 
緑色で点灯 ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーです。 
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番号 LED ステータス 意味 

  緑色で点滅 ドライブは再構築中であるか、RAID マイグレーション、ストライ

プサイズの移行、容量の拡張または論理ドライブの拡張や削除な

どを実行中です。 

  オレンジ色/ 
緑色で点滅 

ドライブは 1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーで、ドライ

ブの障害が予測されています。 

  オレンジ色で

点滅 
ドライブが構成されておらず、ドライブの障害が予測されています。 

  オレンジ色で

点灯 
ドライブに障害が発生しました。 

  消灯 ドライブでは、RAID コントローラーによる構成は行われていませ

ん。 

青色の位置確認 LED はリリースレバーの後ろにあり、点灯すると見えます。 
 

 

ドライブ障害の認識 
次のいずれかが発生する場合、ドライブに障害が発生しています。 

• 障害 LED が点灯します。 

• サーバーまたはストレージシステムの内蔵ドライブに障害が発生した場合、ドライブ LED では認

識できませんが、サーバーまたはストレージシステムの前面にあるオレンジ色の LED が点灯しま

す（ただし、この LED は、これ以外の問題が発生したときにも点灯します。たとえば、ファンに

障害が発生した場合、冗長電源装置に障害が発生した場合、またはシステムが加熱した場合にも点

灯します）。 

• システム再起動時の POST メッセージに故障したドライブが表示されます。この処理は、コント

ローラーが正常に動作するドライブを最低 1 台検出すると行われます。 

• ACU は、故障したドライブを正常なドライブとは別のアイコンで表示します。 

• HPE Systems Insight Manager は、障害のあるドライブをネットワーク経由でリモートで検出でき

ます。HP Systems Insight Manager について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/hpesc）を参照してください。 

• HPE System Management Homepage（SMH）に、ドライブの障害が表示されます。 

• イベント通知サービスは、サーバーIML と Microsoft® Windows®システムのイベントログにイベン

トを記録します。 

• ADU は、故障しているドライブをすべて一覧表示します。 

ドライブ問題の診断の詳細については、『HPE 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。 
 

 注意：システムの電源を一度切り再度入れるか、または（ホットプラグ対応ドライブの場合）

ドライブを取り外して再度挿入すると、前にコントローラーが故障していると判断したドラ

イブが動作可能な状態に見える場合があります。ただし、このような不完全なドライブを使

用し続けると、結果的にデータが消失する可能性があります。不完全なドライブはできるだ

け早く交換してください。 
 

 

http://www.hpe.com/support/hpesc
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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+0 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。 

• 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の無効 
 

 注意：フォールトトレランスが無効になると、データが消失する可能性があります。ただし、

データを復旧できる場合もあります。詳しくは、「フォールトトレランスの無効からの復旧」

（84 ページ）を参照してください。 
 

フォールトトレランス機能で管理できる台数を超えるドライブに障害が発生した場合、フォールトトレ

ランス機能は「無効」になり、論理ドライブに障害が発生します。この障害が発生すると、オペレーティ

ングシステムは要求をすべて拒否し復旧不能エラーを示します。 

たとえば、アレイ内の 1 台のドライブの再構築中にアレイ内の別のドライブに障害が発生すると、フォー

ルトトレランスが発生します。 

また、ドライブに関係しない問題が原因で、フォールトトレランスが無効になることもあります。その

場合、物理ドライブを交換する必要はありません。 
 

フォールトトレランスの無効からの復旧 
フォールトトレランスが無効になった場合、交換用ドライブを挿入しても、論理ボリュームの状態は改

善されません。修復不能エラーメッセージが画面に表示されている場合は、代わりに、以下の手順を実

行してデータを復旧してください。 

1. システム全体の電源を切った後、電源を入れなおします。場合によっては、不完全なドライブが再

度動作し、この間に重要なファイルをコピーできます。 

1779 の POST メッセージが表示される場合は、F2 キーを押して論理ボリュームを再度有効にしま

す。データが消失した可能性があり、論理ボリューム上のデータに原因がある可能性があることに

注意してください。 

2. 可能な場合、重要なデータをコピーします。 

3. 故障したドライブを交換します。 

4. 故障したドライブを交換した後、フォールトトレランスが再び無効になる場合があります。この場

合、システムの電源をいったん切った後、再度入れます。1779 POST メッセージが示されたら、

次の手順に従ってください。 
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a. F2 キーを押して論理ドライブを再度有効にします。 

パーティションを再作成します。 

すべてのデータをバックアップから復旧します。 

フォールトトレランスが無効になることによるデータの消失の可能性を最小限に抑えるために、すべて

の論理ボリュームのバックアップを頻繁に作成してください。 
 

ドライブの交換 
ドライブを交換する最も一般的な理由は、そのドライブに障害が発生したことです。ただし、もう 1 つ、

システム全体のストレージ容量を少しずつ増やすため、という理由があります（「ドライブ容量のアッ

プグレード」（88 ページ））。 

システムの電源を入れたままでホットプラグ対応ドライブをドライブベイに挿入する場合は、新しいド

ライブが初期化している間、アレイの全ディスクの動作が 1 秒または 2 秒間停止されます。ドライブが

使用可能になると、アレイがフォールトトレランス構成になっている場合、交換用ドライブへのデータ

復旧が自動的に開始されます。 

フォールトトレランス機能を構成したドライブをシステムの電源を切った状態で交換すると、次にシス

テムを起動する際に、POST メッセージが表示されます。これは、F1 キーを押して自動データ復旧を開

始するように指示するメッセージです。自動データ復旧を有効にしなければ、論理ボリュームは復旧の

準備完了状態のままで、システムを再起動するたびに同じ POST メッセージが表示されます。 
 

ドライブを交換する前に 
• Systems Insight Manager を開き、Error Counter ウィンドウで同じアレイ内の各物理ドライブを調

べて他のドライブにエラーがないことを確認してください。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト（http://www.hpe.com/info/sim）で入手できる Systems Insight Manager ドキュメン

トを参照してください。 

• アレイの最新の有効なバックアップが作成されていることを確認してください。 

• 交換用ドライブが、劣化状態のドライブと同じタイプ（SAS または SATA、およびハードディスク

ドライブまたはソリッドステートドライブ）であることを確認してください。 

• アレイ内の最も小さいドライブの容量以上を持つ交換用ドライブを使用してください。容量が不足

すると、コントローラーはすぐにドライブが故障状態であるとみなします。 

外付データストレージを使用しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を最初に切り、電源を入れ

るときはサーバーの電源を最後に入れてください。こうすることで、サーバーが起動したときにシステ

ムがドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。 

次のように、データ消失なしに一度に複数のドライブを交換できる場合があります。以下に例を示します。 

• RAID 1+0 構成では、ドライブがペアでミラーリングされます。取り外した他のドライブや障害が

発生したドライブにミラーリングされていない場合、同時に複数のドライブを交換することができ

ます。 

• RAID 50 構成では、ドライブがパリティグループに編成されます。ドライブが異なるパリティグ

ループに属する場合、同時に複数のドライブを交換することができます。2 台のドライブが同じパ

リティグループに属する場合は、一度に 1 台ずつドライブを交換します。 

• RAID 6 構成では、同時に任意の 2 台のドライブを交換することができます。 

• RAID 60 構成では、ドライブがパリティグループに編成されます。交換する 2 台以下のドライブが

同じパリティグループに属していない場合、同時に複数のドライブを交換することができます。 

http://www.hpe.com/info/sim
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フォールトトレランス機能がサポートできる以上の台数のドライブをアレイから取り外すには、追加ド

ライブを取り外す前に同時に複数のドライブを取り外す上記のガイドラインに従い、再構築が完了する

（ドライブ LED に表示される）まで待ちます。 

ただし、フォールトトレランスが無効になっているためにフォールトトレランス機能がサポートできる

以上の台数のドライブをアレイから取り外す必要がある場合は、ドライブを交換する前にデータの復旧

を試みてください（「フォールトトレランスの無効からの復旧」（84 ページ））。 
 

自動データ復旧（再構築） 
アレイ内のドライブを交換するときは、コントローラーはアレイ内の残りのドライブにあるフォールト

トレランス情報を使用して欠落したデータ（交換されたドライブに保存されていた元のデータ）を再構

築し、交換用ドライブに書き込みます。このプロセスを自動データ復旧または再構築と呼びます。フォー

ルトトレランス機能が無効になっている場合、コントローラーはデータを再構築できず、多くの場合、

データが永久に失われます。 

再構築中にフォールトトレランスが機能していない状態でアレイの別のドライブに障害が発生すると、

致命的なシステムエラーが発生する場合があり、そのアレイ上のすべてのデータが失われる場合があり

ます。ただし、別のドライブに障害が発生しても、以下の例外的なケースでは、必ずしも致命的なシス

テムエラーに結びつかない場合があります。 

• スペアドライブが起動した後の故障 

• RAID 1+0 構成で、故障したドライブと相互にミラー化されていないドライブに障害が発生する場合 

• RAID 50 または RAID 60 構成で 2 番目のドライブに障害が発生する際に、障害が発生した 2 台の

ドライブが異なるパリティグループに属している場合 

• RAID 6 構成で、2 番目のドライブに障害が発生する場合 
 

再構築に必要な時間 
再構築に必要な時間は、以下の複数の要素によって異なります。 

• 通常の I/O 動作に対する再構築処理の優先度 (ACU を使用して優先度設定を変更できます)  

• 再構築動作中の I/O アクティビティの回数 

• ドライブの平均帯域幅機能（MBps） 

• ドライブキャッシュの可用性 

• ドライブのブランド、モデル、および使用期間 

• ドライブ上の未使用容量の合計 

• RAID 5、RAID 50、RAID 6、および RAID 60 の場合は、アレイ内のドライブの台数 

• 論理ボリュームのストリップサイズ 
 

 注意：データの再構築は 1 時間当たり 200～520 GB の範囲にあるため、データの復旧やドラ

イブ容量のアップグレード時には、通常より長い時間にわたり、システムがドライブ障害か

ら保護されない場合があります。可能な場合は、システム動作ができるだけ少ない時間帯に

再構築を実行してください。 
 

自動データ復旧が完了すると、交換用ドライブの LED の動作が次のように変化します。 

• 従来のドライブでは、オンライン/動作 LED が一定速度で点滅（1Hz）から次のいずれかの状態に

なります。 

o 点灯—ドライブはアクティブではありません。 
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o 不規則に点滅—ドライブはアクティブです。 

交換用ドライブのオンライン/動作 LED が点灯しておらず、またアレイ内にある他のドライブの対

応する LED がアクティブな場合は、再構築プロセスが異常終了しています。1 台または複数台のド

ライブで、オレンジ色の障害 LED が点灯している可能性があります。 

• HP SmartDrive の場合、ドライブのステータス LED は緑色で点滅から緑色で点灯に変わります。 

交換用ドライブのドライブステータス LED が点滅またはオレンジ色で点灯に変わる場合、再構築

プロセスが異常終了しています。 

再構築が異常終了した場合は、「再構築の異常終了」（87 ページ）で原因を特定し該当する修復手順を

確認します。 
 

再構築の異常終了 
アレイ内の他のドライブはアクティブで、交換用ドライブの動作 LED がいつまでも点灯しない場合は、

再構築プロセスが異常終了しています。次の表に、再構築の異常終了について考えられる原因を 3 つ示

します。 
 

現象 再構築終了の原因 
アレイ内のどのドライブでもオレン

ジ色の LED が点灯していない。 
アレイ内のドライブのいずれかに、訂正不

能読み取りエラーが発生しています。 

交換用ドライブでオレンジ色の LED
が点灯している。 

交換用ドライブが故障している。 

アレイ内にある他のドライブのいず

れかでオレンジ色の LED が点灯して

いる。 

オレンジ色の LEDが点灯しているドライブ

に、現在、障害があります。 

 

上記の状況にある場合、それぞれ別々の修復方法が必要です。 

ケース 1: 訂正不能読み取りエラーが発生した 
1. 論理ドライブから、できるだけ多くのデータのバックアップを取ります。 
 

 注意：メディアエラーのあるドライブを取り外さないでください。取り外すと、論理ドライ

ブに障害が発生します。 
 

2. バックアップからデータを復旧します。多くの場合、読み取り不能セクター内にデータを書き込む

ことによって、エラーを解消できます。 

3. 交換用ドライブを取り外して、挿入しなおしてください。これによって、再構築プロセスが再開さ

れます。 

それでも再構築プロセスが異常終了する場合は、以下の手順に従ってください。 

1. 論理ドライブを削除し、再作成します。 

2. バックアップからデータを復旧します。 

ケース 2: 交換用ドライブが故障している。 

交換用ドライブの容量が正しいこと、およびサポートされているモデルであることを確認します。これ

らが問題の原因でない場合は、別のドライブを交換用ドライブとして使用してください。 

ケース 3: アレイ内にある他のドライブに障害が発生している 

ドライブの障害が生じてから間もない場合、サーバーの電源を入れなおすことでドライブが一時的に動

作可能になることがあります。 

1. サーバーの電源を切ります。 

2. 交換用の物理ドライブ（再構築中のドライブ）を取り外し、代わりのドライブを取り付けなおします。 
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3. サーバーの電源を入れます。 

新たに障害の発生したドライブが再度動作しそうな場合は、以下の手順に従ってください。 

1. 保存されていないすべてのデータのバックアップを取ります。 

2. 交換予定だったドライブを取り外し、交換用の物理ドライブを挿入しなおします。再構築プロセス

が自動的に再開されます。 

3. 再構築プロセスの終了後、新たに障害の発生したドライブを交換します。 

新たに障害の発生したドライブが復旧しない場合は、以下の手順に従ってください。 

1. 交換予定だったドライブを取り外し、交換用の物理ドライブを挿入しなおします。 

2. 新たに障害の発生したドライブを交換します。 

3. バックアップからデータを復旧します。 
 

ドライブ容量のアップグレード 
空いているドライブベイがない場合でも、ドライブを 1 台ずつ、より容量の多いドライブに交換して、

システムのストレージ容量を増加させることができます。この方式は、フォールトトレランス機能が実

行されていれば利用できます。 
 

 注意：データの再構築は 1 時間当たり 200～520 GB の範囲にあるため、データの復旧やドラ

イブ容量のアップグレード時には、通常より長い時間にわたり、システムがドライブ障害か

ら保護されない場合があります。可能な場合は、システム動作ができるだけ少ない時間帯に

再構築を実行してください。 
 

ドライブ容量をアップグレードするには、以下の手順に従ってください。 

1. すべてのデータのバックアップを取ります。 

2. ドライブを交換します。新しいドライブのデータは、残りのドライブのリダンダント情報から作成

されます。 
 

 注意：このドライブのデータの再構築が完了するまで、他のドライブを交換しないでください。 

 

新しいドライブでデータの再構築が完了すると、LED の動作が次のように変化します。 

o 従来のドライブでは、オンライン/動作 LED が一定速度で点滅（1Hz）から次のいずれかの状態

になります。 

— 点灯—ドライブはアクティブではありません。 

— 不規則に点滅—ドライブはアクティブです。 

o HP SmartDrive の場合、ドライブのステータス LED は緑色で点滅から緑色で点灯に変わります。 

3. アレイの別のドライブについて、一度に 1 台ずつ前の手順を繰り返します。 

すべてのドライブを交換したら、追加した容量を使用して新しい論理ドライブの作成、または既存の論

理ドライブの拡大を行うことができます。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_jp）にある『HPE Smart アレイコントローラーでのアレイの

構成リファレンスガイド』を参照してください。 
 

http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_en
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ドライブとアレイの移動 
ドライブを同一のアレイコントローラー上の別の ID 位置に移動できます。また、1 つのアレイ全体をあ

るコントローラーから別のコントローラーに移動できます。これは異なったサーバーに搭載されている

コントローラー間でも可能です。 

ドライブを移動する前に、以下の条件を満たす必要があります。 

• ドライブを別のサーバーに移動する場合は、新しいサーバーにすべてのドライブを同時に取り付け

ることのできるだけの十分な空きベイがあるかどうかを確認します。 

• アレイに障害が発生したドライブや存在しないドライブがあってはいけません。 

• アレイ内のどのスペアドライブも、障害が発生したドライブの交換用として使用してはいけません。 

• コントローラーは、容量拡張、容量拡大、または RAID やストリップサイズの移行を行っていては

なりません。 

• コントローラーの最新のファームウェアバージョンを使用していなければいけません。 

• サーバーの電源が入っていてはいけません。 

アレイを別のコントローラーへ移動する前に、次の条件を満たす必要があります。 
 

 注意：物理ドライブまたは論理ドライブの台数がコントローラーのモデルとファームウェア

バージョンの上限を超える場合、コントローラーは予測できないドライブのサブセットを認

識することになり、その結果、アレイ障害やデータ損失が発生する場合があります。 
 

 

• 構成済み論理ドライブの 1 つ以上のアレイにすでに他のコントローラーが接続されている場合、ド

ライブを移動した後でのコントローラー上の論理ドライブの総数は、コントローラーがサポートし

ている論理ドライブの数を超えることができません。この数は、コントローラーモデルとコント

ローラーのファームウェアバージョンによって異なります。 

• ドライブを移動した後での他のコントローラー上の物理ドライブの総数は、そのコントローラーモ

デルとファームウェアバージョン用にサポートされている物理ドライブの最大数を超えてはなり

ません。 

• アレイ内のすべてのドライブは、同時に移動する必要があります。 

上記の条件をすべて満たしている場合、ドライブを移動するには、以下の手順に従ってください。 

1. ドライブの取り外しまたは構成の変更を行う前に、すべてのデータのバックアップを取ります。

キャッシュモジュールのないコントローラーから、データを含むドライブを移動する場合は、この

手順を必ず実行してください。 

2. システムの電源を切ります。 

3. ドライブを移動します。 

4. システムの電源を入れます。 

5. POST メッセージを確認します。 

o 1785 の POST メッセージが表示される場合、ドライブアレイは正しく構成されていません。

手順 6 に進んでください。 

o 1724 または 1727 の POST メッセージが表示されれば、ドライブ位置が正常に変更され、構成

が更新されています。手順 7 に進んでください。 
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6. アレイが正しく構成されなかった場合は、以下を実行します。 

a. データが消失しないように、ただちにシステムの電源を切ります。 

ドライブを元の位置に戻します。 

必要に応じて、バックアップからデータを復旧します。 

7. ORCA または ACU を実行して、新しいドライブ構成を確認します（「コンフィギュレーションツール」

（45 ページ））。 
 

ドライブの追加 
コントローラーのサポートするドライブの最大数を超えないかぎり、いつでも、ドライブをシステムに

追加することができます。その後で、追加したドライブから新しいアレイを構築するか、または追加し

たストレージ容量を使用して既存のアレイの容量を拡張することができます。 

システムに追加する予定のドライブがすでに論理ドライブに構成されている場合は、ドライブをシステ

ムに追加する前に特定の条件を満たす必要があります。詳しくは、「ドライブとアレイの移動」（89 ペー

ジ）を参照してください。ドライブを正常に追加したら、コントローラーが論理ドライブを認識できる

ように、サーバーをリセットします。 

アレイの容量拡張を行うには、ACU を使用してください。システムがホットプラグ対応ドライブを使用

し、ACU が通常のサーバーアプリケーションと同じ環境で動作している場合は、オペレーティングシス

テムをシャットダウンせずにアレイの容量を拡張することができます。詳しくは、Hewlett Packard 
Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_jp）にある『HPE Smart アレイコ

ントローラーでのアレイの構成リファレンスガイド』を参照してください。 

次の図に、拡張プロセスを示します。ここでは、元のアレイ（データを含む）は破線で囲まれ、新しく

追加するドライブ（データを含まない）には陰影が付いていません。アレイコントローラーは、新しい

ドライブをアレイに追加し、拡張されたアレイ全体に元の論理ドライブを再分散します（一度に 1 つの

論理ドライブ）。このプロセスはアレイ内の各物理ドライブ上のストレージ容量を開放します。各論理

ドライブは、拡張されたアレイで以前と同じフォールトトレランス機能を保持します。 

 
拡張プロセスが終了したら、拡張されたアレイ上の開放されたストレージを使用して新しい論理ドライ

ブを作成することができます。または、ACU を使用して、元の論理ドライブの 1 つを拡張（拡大）する

ことができます。 

http://www.hpe.com/support/CASAC_RG_en
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静電気対策 

静電気による損傷の防止 
システムの損傷を防ぐために、セットアップおよび部品の取り扱いの際に従わなければならない注意事

項を必ず守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静

電気に弱いデバイスが損傷することがあります。その結果、装置の耐用年数が短くなることがあります。 

静電気による損傷を防止するには、次の点に注意してください。 

• 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。 

• 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れた

ままにしておきます。 

• 部品をケースから取り出す前に、まずケースごと、アースされている面に置きます。 

• ピン、リード線、回路には触れないようにします。 

• 静電気に弱い部品に触れなければならないときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行い

ます。 
 

静電気放電を防止するためのアースの方法 
アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち 1 つ以上の

方法でアースを行ってください。 

• すでにアースされているワークステーションまたはコンピューターシャーシにアースバンドをつ

なぎます。アースバンドは柔軟な帯状のもので、アースコード内の抵抗は、1 MΩ10%です。アー

スを正しく行うために、アースバンドを肌に密着させてください。 

• 立って作業する場合、かかとやつま先にアースバンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床

の場合、両足にアースバンドを付けます。 

• 作業用具は導電性のものを使用します。 

• 折りたたみ式の静電気防止マットなどが付いた携帯式作業用具もあります。 

上記のような、適切なアースを行うための器具がないときは、製品販売店にお問い合わせください。 

静電気の詳細および製品のインストールの支援については、製品販売店にお問い合わせください。 
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サポートと他のリソース 

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス 
• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイト

（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。 

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセ

ンターの Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）を参照してください。 

収集すべき情報:  

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合） 

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号 

• オペレーティングシステム名およびバージョン 

• ファームウェアバージョン 

• エラーメッセージ 

• 製品固有のレポートおよびログ 

• アドオン製品またはコンポーネント 

• 他社製品またはコンポーネント 
 

アップデートへのアクセス 
一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアク

セスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨され

るソフトウェアアップデート方法を確認してください。 

製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。 

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンター 
www.hpe.com/support/hpesc 

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード 
www.hpe.com/support/downloads 

• Software Depot 
www.hpe.com/support/softwaredepot 

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、www.hpe.com/support/e-updates をご

覧ください。 

• お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリンク

したりするには、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターの More Information on Access to 
Support Materials ページ（http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials）にアクセス

します。 
•  

 重要：一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター

からアクセスするときに製品の権利付与情報が必要になる場合があります。関連する権利付

与情報を使って HP パスポートをセットアップしておく必要があります。 

http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/downloads
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/e-updates
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials


 

サポートと他のリソース 93 

 

カスタマーセルフリペア（CSR） 
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご

自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交

換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise
もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。 

CSR について詳しくは、お近くのサービスプロバイダーにお問い合わせになるか、CSR の Web サイト

（http://www.hpe.com/support/selfrepair）を参照してください。 
 

リモートサポート（HPE 通報サービス） 
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。

リモートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett 
Packard Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基

づいて、迅速かつ正確な解決が行われます。Hewlett Packard Enterprise は、ご使用のデバイスをリモー

トサポートに登録することを強くお勧めします。 

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけ

てください。 
リモートサポートおよびプロアクティブケア情報 
HPE 配信登録 
www.hpe.com/services/getconnected 
HPE プロアクティブケアサービス 
www.hpe.com/services/proactivecare 
HPE プロアクティブケアサービス：サポート対象製品リスト 
www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts 
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポート対象製品リスト 
www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts 
プロアクティブケアカスタマー情報 
プロアクティブケアセントラル 
www.hpe.com/services/proactivecarecentral 
プロアクティブケアサービスのアクティベーション 
www.hpe.com/services/proactivecarecentralgetstarted 

 

保証情報 
ご使用の製品の保証、または参考資料の「サーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の

安全と準拠に関する情報」に関するドキュメントをご覧になるには、エンタープライズの安全と準拠に関する

Web サイト（www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts）をご覧ください。 

追加保証情報 

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション 
www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties 

HPE エンタープライズサーバー 
www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties 

HPE ストレージ製品 
www.hpe.com/support/Storage-Warranties 

HPE ネットワーク製品 
www.hpe.com/support/Networking-Warranties 

 

http://www.hpe.com/support/selfrepair
http://www.hpe.com/services/getconnected
http://www.hpe.com/services/proactivecare
http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts
http://www.hpe.com/services/proactivecarecentral
http://www.hpe.com/services/proactivecarecentralgetstarted
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
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規定に関する情報 
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

（www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts）からサーバー、ストレージ、電源、ネッ

トワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してください。 

規定に関する追加情報 

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法

的な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供すること

に全力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、www.hpe.com/info/reach を参照

してください。 

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータにつ

いては、www.hpe.com/info/ecodata を参照してください。 

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関す

る情報については、www.hpe.com/info/environment を参照してください。 
 
 

バッテリの廃棄に関する注意 
このコンポーネントでは、ニッケル水素（NiMH）バッテリパックが使用されます。 
 

 警告：バッテリパックの取り扱いを誤ると爆発や火災が発生したり、やけどをしたりする危

険性があります。リスクを軽減させるために、次の点に注意してください。 
• コントローラーから取り外して、バッテリを充電しないでください。 
• 水に濡らしたり、温度が 60°C を超える場所で使用しないでください。 
• バッテリパックを目的外で使用したり、分解したり、ぶつけたり、つぶしたりしないでく

ださい。 
• 外部端子をショートさせないでください。 
• 交換用のバッテリパックは、この製品専用の Hewlett Packard Enterprise 製スペアパーツ

だけをご使用ください。 
• バッテリの廃棄は、ご使用の地域の条例に従ってください。 

 

 

 

バッテリを家庭用ゴミとして捨てることは禁じられています。公共の収集システムを利用するか、

Hewlett Packard Enterprise、Hewlett Packard Enterprise 公認代理店またはその代理店にお返しく

ださい。 

 

バッテリの交換または正しい廃棄方法について詳しくは、製品販売店または認定サービスプロバイダー

にお問い合わせください。 

 
 

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.hpe.com/info/reach
http://www.hpe.com/info/ecodata
http://www.hpe.com/info/environment
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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 

 

ADM 
Advanced Data Mirroring。アドバンストデータミラーリング 

 

ADU 
Array Diagnostics Utility。アレイ診断ユーティリティ 

 

BBWC 
battery-backed write cache。バッテリバックアップ式ライトキャッシュ 

 

CPQONLIN 
NetWare Online Array Configuration Utility。NetWare オンラインアレイコンフィギュレーションユー

ティリティ 
 

FBWC 
flash-backed write cache。フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ 

 

IML 
Integrated Management Log。インテグレーテッドマネジメントログ 

 
 

ORCA 
Option ROM Configuration for Arrays（ORCA） 

 

POST 
Power-On Self-Test。電源投入時セルフテスト 

 

RBSU 
ROM-Based Setup Utility。ROM ベースセットアップユーティリティ 

 

SAAP 
Smart Array Advanced Pack 

 

SMH 
System Management Homepage 
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SPP 
HPE Service Pack for ProLiant 
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ドキュメントに関するご意見、ご指摘 

Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ド

キュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがご

ざいましたら、ドキュメントフィードバック担当（mailto:docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。

この電子メールには、マニュアルのタイトルと製品番号、バージョン番号、または URL をご記載ください。 

mailto:docsfeedback@hpe.com
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ACU（アレイコンフィギュレーションユーティリテ

ィ）, 47 
ADU（アレイ診断ユーティリティ）, 49 

Ｂ 
BBWC（バッテリバックアップ式ライトキャッシュ）, 

6, 7, 8, 9, 11, 29, 52, 57, 72, 75 

Ｃ 
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FBWC モジュール, 27, 28, 35, 51, 54, 66 

Ｈ 
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Insight Diagnostics, 49 
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47 

Ｐ 
POST エラーメッセージ, 49, 84 

Ｒ 
RAID レベル, 31 
RBSU（ROM ベースセットアップユーティリティ）, 

46, 47 

Ｓ 
SAS の交換, 85 
SATA の交換, 85 
Smart Array Advanced Pack（SAAP）, 32 

あ 
アースの方法, 91 
アップグレード、ドライブ容量, 88 
アップデートへのアクセス, 92 
アレイコンフィギュレーションユーティリティ

（ACU）, 47 
アレイ診断ユーティリティ（ADU）, 49 
アレイの拡張, 90 

い 
移動、ドライブ, 89 
インストール、デバイスドライバー, 48 
インストール、マネジメントエージェント, 48 

お 
温度要件, 34 

か 
ガイドライン、ドライブの交換, 85 
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