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摘要

このガイドは、お客様が認定サービスプロバイダーの支援を受けずに HPE Primera システムの開梱、設
置、ケーブル接続、電源投入、および初期化を行う際の、情報および手順について説明します。
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HPE Primera の設置と構成の概要

HPE Primera 600：工場組み込みの設置チェックリスト（https://www.hpe.com/info/Primera600Setup
から入手可能）を参照してください。
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準備

安全性とコンプライアンス情報の確認
ストレージシステムの開梱と設置を開始する前に、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ガイドを確認します。

必要なツールの準備

目的 工具

安全性 • ESD マット

• ESD アースバンド

ラックの開梱 • はさみまたは金切りばさみ

• カッターナイフ

• 13mm（1/2 インチ）および 17mm（11/16 インチ）ソケット用の 6mm
（7/32 インチ）六角ソケットレンチ。輸送用 L 字ブラケットクランプの取
り外しに使用

• ラックの脚の高さを合わせるためのモンキーレンチ

レールキットとエンク
ロージャーの取り付け

• プラスドライバー（P1 および P2）

• T25 トルクスビット付きドライバー

コンポーネントの持ち上
げ

機械式リフト

HPE Primera UI を使用し
た接続セットアップ

HPE Primera UI または HPE SSMC を使用してストレージシステムを構成
します。

ノードとドライブエンク
ロージャー間のデータ
ケーブル接続

HPE Primera Cabling Tool

Windows ベースのコン
ピューターからのスト
レージシステムの初期化

HPE Primera Discovery Tool

初期化ワークシートの記入

重要: 初期化プロセスを成功させるためには、HPE Primera 600 ストレージシステムを初期化する前
に、 ストレージシステム初期化ワークシートに記入することが重要です。初期化中に、新しいスト
レージシステムに関する情報を入力するよう求められます。事前に情報を集めておくことは、初期
化プロセスをスムーズかつ効率的に行うために必要です。
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HPE Primera Discovery Tool のダウンロード

前提条件

• HPE パスポートアカウントで使用される HPE パスポート ID とパスワード。

• Windows Server 2008 R2 を実行しているコンピューターには.NET Framework 4.7.1 以降が必要
（Download .NET Framework 4.7.1 を参照してください）。

他のすべての Windows バージョン（Windows Server 2012R2、2016、2019、および Windows 10）に
は、4.7.1 以降がプレインストールされています。

手順

1. https://www.hpe.com/downloads/PrimeraDiscoveryTool にアクセスします。

2. ダウンロードをクリックします。

3. HPE パスポートの認証情報を使用して、HPE パスポートアカウントにログインします。

4. ダウンロードをクリックするか指示に従って、ソフトウェアファイルを取得します。

ストレージシステムの環境順化

注意: ストレージシステムの損傷を回避するため、ラックやストレージコンポーネントは運用環境に
十分に順化してから電源を投入してください。

手順

1. 発送パッケージが保管されていた場所の温度とデータセンターの温度を記録します。

2. 両者の温度の差が 20°C を超える場合：

a. パッケージをデータセンターに移動してください。

b. パッケージは湿った空気の発生源から離し、乾燥した場所に置いてください。パッケージはすぐに
開けないでください。

3. 発送パッケージに結露がないかを調べます。結露がある場合は、発送パッケージを 24 時間以上そのま
まにしてください。

a. 24 時間経過しても結露がある場合は、すべての結露が完全に蒸発するまで待ってください。

4. パッケージがデータセンター環境に完全に順応してから開封します。

出荷詳細の確認
開梱プロセスを開始する前に次を確認します。
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手順

パッケージを開く前に、出荷書類を確認します。梱包明細および SKU を参照して、配送されたものの
内容が注文と一致していることを確認します。

輸送コンテナーに損傷がないかどうか確認し、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターに問題を
報告します。

出荷用コンテナーを荷降ろしして開梱するのに十分なスペースがあることを確認します。

ラックの重量寸法が床荷重制限内であることを確認します。

ラックのサイズと寸法を調べて、希望の位置に収まることを確認します。

出荷用コンテナーを開封する前に、各地域の労働安全要件と重量のある装置を扱う場合のガイドライ
ンを確認します。

HPE 工場組み込みラック

注記: この図は例であり、お使いの HPE ラックを正確に表していない場合があります。

図 1: HPE 工場組み込みラック

1. ラック（キャビネット）

2. 傾斜台

3. キャスターガイド
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4. 傾斜台サポート

5. パレット

HPE 工場組み込みラックの開梱
HPE 工場組み込みラックを押し出すための傾斜台にある、HPE 工場組み込みラックをパレットから床に
押し出すための傾斜台を組み立てた状態の図を参照してください。

注記: ラックの開梱図は、段ボールの輸送コンテナーの外側に印刷されています。開梱作業を始める前に
注意深くお読みください。

輸送コンテナーの開梱

手順

1. 段ボールの輸送コンテナーからバンドを切り離します。

図 2: HPE 工場組み込みラックの輸送コンテナーからバンドを切り離す

2. 上部カバーを取り外します。
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図 3: HPE 工場組み込みラックの輸送コンテナーから上部カバーを取り外す

3. 波型のファイバーボード（CFB）の壁のまわりにあるクリップを 1 つ 1 つ開き、CFB の壁を引っ張っ
て分離します。段ボールの壁はストレージシステムから離して置いておきます。

準備 11



図 4: HPE 工場組み込みラックの輸送コンテナーのクリップを開く

4. すべての梱包材（包装材、発泡スチロール、プラスチック ESD カバー）を取り除きます。梱包材は、
傾斜台とその他の設置機材が入った箱とは別々にします。

図 5: 梱包材を取り除く
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HPE Advanced ラックから L 字型輸送用ブラケットの取り外し

HPE Advanced ラックからパレットを取り外すには、次の手順を実行します。

注記: 寸法 13mm（1/2 インチ）および 17mm（11/16 インチ）のソケットを取り外すには、6mm 六角レ
ンチが必要です。

手順

1. ラックの前側と後ろ側にある 4 つの L 字型ブラケットを見つけます。

図 6: ラックの前側でパレットに固定された L 字型ブラケット

2. それぞれの L 字型ブラケットについて、次の手順を繰り返します。

a. L 字型ブラケットをラックに固定している 2 本の 13mm（1/2 インチ）ボルトを取り外します。

b. L 字型ブラケットをラックに固定している 17mm（11/16 インチ）ボルトを取り外します。

c. L 字型ブラケットを取り外します。

d. 手順 a〜c を繰り返して、残りの L 字型ブラケットも取り外します。

HPE Enterprise ラックから L 字型輸送用ブラケットの取り外し

HPE Enterprise ラックからパレットを取り外すには、次の手順を実行します。

手順

1. 次のようにして、ラックの前面にある 2 つの L 字型輸送用ブラケットを取り外します。

a. ラックの前側のドアを開け、ラックをパレットに固定している 2 つの L 字型ブラケットを見つけま
す。
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図 7: ラックの前側でパレットに固定された L 字型ブラケット

注記: この手順には、寸法 13mm（1/2 インチ）および 17mm（11/16 インチ）のソケットレンチが
必要です。6mm 六角レンチまたはキーも必要です。

b. L 字型ブラケットをラックに固定している 13mm（1/2 インチ）ボルトを取り外します。

c. 六角レンチを使って、L 字型ブラケットをラックに固定している長いドアピンを取り外します。

d. L 字型ブラケットをラックに固定している 17mm（11/16 インチ）ボルトを取り外します。

e. L 字型ブラケットを取り外します。

f. 手順 b～e を繰り返して、残りの L 字型ブラケットも取り外します。

2. 六角レンチを使って 2 本のドアピンボルトを回し、取り外したときと同じ位置でラックに再固定しま
す。
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図 8: ラックガイド（アレンボルト）を再度ラックに取り付ける

3. 次のようにして、ラックの後ろ側にある残り 2 つの L 字型ブラケットを取り外します。

a. ラックの後ろ側にある 2 つの L 字型ブラケットを見つけます。

図 9: ラックの後ろ側でパレットに固定された L 字型ブラケット

準備 15



注記: この手順には、寸法 13mm（1/2 インチ）および 17mm（11/16 インチ）のソケットレンチが
必要です。

b. L 字型ブラケットをラックに固定している 2 本の 13mm（1/2 インチ）ボルトを取り外します。

c. L 字型ブラケットをラックに固定している 17mm（11/16 インチ）ボルトを取り外します。

d. L 字型ブラケットを取り外します。

e. 手順 b～d を繰り返して、残りの L 字型ブラケットも取り外します。

ラックをパレットに固定するボルトの取り外し

手順

1. レベリングボルトが引き上げられており、パレットからラックを取り出すための十分なすき間が確保
されているかどうか確認してください。

2. レベリングボルトを引き上げる必要がある場合、モンキーレンチを使用して、上部のロックナットを
時計回りに回して緩めます。

図 10: HPE 工場組み込みラックのロックナットを緩める

3. モンキーレンチを使用して、完全に引き上がるまでレベリングボルトを反時計回りに回します。
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図 11: HPE 工場組み込みラックのレベリングボルトの引き上げ

4. ラックの前面および背面のドアを完全に閉めます。

傾斜台の開梱と設置

手順

1. 傾斜台を開梱します。

a. ラックアセンブリキットを開きます。

b. 2 個の傾斜台と 4 個の木製サポートを開梱します。

c. 傾斜台をいっぱいの長さに開きます。

図 12: 傾斜台の引き伸ばし

2. 傾斜台を設置します。
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a. 左側の傾斜台をパレットに取り付けます（傾斜台とパレットに、矢印 1 つの目印が付いています）。

図 13: HPE ラック輸送コンテナーのパレットへの傾斜台の取り付け

b. 右側の傾斜台をパレットに取り付けます（傾斜台とパレットに、矢印 2 つの目印が付いています）。

c. パレットの前端に沿って、取り付け穴に金属製ブラケットを取り付けます。

d. 傾斜台を強く踏んで、傾斜台がパレットに固定されていることを確認します。

3. 傾斜台サポートを取り付けます。

注記: 傾斜台サポートは、傾斜台に沿ってラックを降ろす間に、傾斜台が割れる、またはラックが転倒
するのを防ぎます。

a. A と B のラベルが付いた傾斜台サポートを、傾斜台上の対応する A と B の位置に取り付けます。
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図 14: 傾斜台の組み立て

b. 傾斜台に取り付けた傾斜台サポートの角度が傾斜台と一致していることを確認します。傾斜台は内
側にラベル A と B があり、サポートは両側にあります。

c. 傾斜台サポートの底面が床に密着するように傾斜台サポートが挿入されていることを確認します。

d. 傾斜台サポート上面のマジックテープと、傾斜台下面のマジックテープが接着していることを確認
します。

重要: 傾斜台サポートは、傾斜台と床の間にすき間なく収まっている必要があります。

ラックをパレットから床への押し出し

注意: ラックをパレットから降ろす際には、常に 3 人以上で作業し、ラックの前には立たないように
してください。

手順

1. ラックの両側に 1 人ずつ、ラックの後ろに 1 人が位置します。
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図 15: パレットからの HPE ラックの荷下ろし

2. ラックの隅をつかみます。

3. ゆっくり傾斜板に沿ってラックを引き出します。

4. ラックを慎重に押し、完全に傾斜板に乗せてから、床に押し出します。
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設置

サービスアクセスのためのラックの位置決め
サービス担当者がシステムの前面と背面にアクセスできるようにラックの位置を決めることは重要です。
システムの側面には保守する部分がないため、保守性のためのスペースの要件はありません。

手順

コンポーネントの取り外しや交換が行えるだけの十分なスペースがラックの前後に確保されるように、
ラックの位置を決めます。

注記: 設置するすべての機器について、通気、ケーブル配線、およびメンテナンス作業を行えるように適
切な空きスペースを維持する必要があります。

ラックを保守するときの
小限の隙間

空間（インチ） 空間（cm）

前面 36 91.4

背面 30 76.2

側面 なし なし

フリーアクセスフロア環境でのラックの位置決め

前提条件
ラックは開梱され、データセンターで位置を決める準備ができていること。

運用場所が、ケーブル配線を容易にする切り出し付きのフリーアクセス床タイルになっている場合は、タ
イルの切り出しの上にラックを配置していること。

手順

1. 設置の前に、運用サイトのフリーアクセス床が、次の表の仕様を満たしていることを確認してくださ
い。

仕様 値

平面度公差 -

3m（10 フィート）長あたり 1.5mm（0.06 インチ）未満

全体 2.5mm（0.10 インチ）未満

たわみ -

動的 3.8mm（0.15 インチ）未満

恒久的 0.5mm（0.02 インチ）未満

ペデスタルアセンブリ負荷 -

表は続く
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仕様 値

軸 2,268kg（5,000 ポンド）以上

側面 40.7N-m（30ft-lb）以上

2. 必要に応じて、床パネル支持体を追加するために、2 枚の床パネルをまたぐように各ラックの位置を決
めます。

注記: 支持体を増やすことで、通気口やケーブル導入口などのためにカットアウトを施したフリーアク
セス床パネルの構造的完全性を復元できます。フリーアクセス床に水平材がない場合も、床パネルが
動かないように、水平方向の支持体を追加しなければならない場合があります。

3. 床は、ケーブルを床下に配線して規定の通気をシステムの吸気口へ供給できる高さにしてください。

4. 通気孔のある床パネルを各ラックの前に配置します。

5. フリーアクセス床の下に水が流入してたまらないように、下張り床には適切な排水路があることを確
認してください。

注記: 粉塵が排出されないように、セメントを密封してください。

6. 金属製の床を使用している場合は、電気的障害を防止するために、作業台に金属製の物や伝導性のあ
る物を置かないでください。

HPE 工場組み込みラックの安定化

注意: ストレージシステム装置が損傷する可能性を避けるため、電源が入っているときに HPE ラッ
クの位置を調整しないでください。

前提条件

• レベリングパッド、ラックキー、その他のアクセサリ資材を入手し、アクセサリバッグに入れて、必
要なときに取り出せるようにしてあること。

• HPE ラックの脚の高さを合わせるために、モンキーレンチを準備していること。

• 安定性向上について詳しくは、HPE 固定キットを参照していること。

• ラックが 終的な運用場所に配置されていることを確認していること。

手順

1. 終的な運用場所に HPE ラックを移動します。

2. 4 本のレベリングボルトそれぞれの下にレベリングパッドを配置します。

注記: レベリングパッドは、ラックをサポートし、床を保護するための幅広の台座です。

3. モンキーレンチを使用して、ラックの全重量がキャスターではなくレベリングパッドにかかるように
なるまで、レベリングボルトを時計回りに回して伸ばします。キャスターは床からわずかに離れてい
るはずです。そのため、手で少し回転することができます。
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図 16: HPE ラックのレベリングボルトを下げる

4. ロックナットを反時計回りに回して締め、レベリングパッドを固定します。

図 17: HPE ラックのレベリングボルトのロックナットを締める

5. レベリングパッドごとに手順 3〜4 を繰り返します。

電源冷却バッテリモジュールの輸送用ブラケットの取り外し
ラックに組み込まれたストレージシステムを輸送する場合、電源冷却バッテリモジュール（PCBM）輸送
用ブラケットが必要です。センターパネルコネクターの損傷を防ぐため、PCBM 輸送用ブラケットによ
り、PCBM が完全に挿入された位置から外れた状態に保たれます。輸送中、ブラケットは、外されている
PCBM をエンクロージャーから落下しないように拘束します。
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手順

1. 脱落防止ネジを緩めます。

2. PCBM 輸送用ブラケットを背面押さえブラケットから取り外します。

3. PCBM 輸送用ブラケットを PCBM ハンドルから取り外します。

4. PCBM をエンクロージャーのスロットに入れ、カチッと音がして所定の位置に収まるまでスライドさ
せて、PCBM を完全に固定します。

5. ブラケットは、今後、輸送または移動が必要になる場合に備えて保管しておいてください。

a. PCBM 輸送用ブラケットを背面押さえブラケットに取り付けます。ブラケットを PCBM のハンド
ルに取り付けないでください。

この方法でブラケットを保管すると、意図しない PCBM の取り外しを防止できます。

b. 脱落防止ネジを締めます。
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6. PCBM 輸送用ブラケットごとに手順 1〜5 を繰り返します。

LFF（3.5 型）輸送用ブラケットの取り外し
LFF（3.5 型）輸送用ブラケットは、HPE Primera LFF（3.5 型）ドライブエンクロージャーがラックの一
番下に取り付けられるコンポーネントである場合に、輸送中の支持物として機能します。この手順は、輸
送される構成に LFF（3.5 型）ドライブエンクロージャーが含まれている場合にのみ必要です。

手順

1. LFF（3.5 型）輸送用ブラケットを取り外します。

a. LFF（3.5 型）輸送用ブラケットの両側のネジを取り外します。

b. ラックから LFF（3.5 型）輸送用ブラケットを取り外します。　

注記: システムの内部温度条件を維持するために、ラックの空きスペースをフィラーパネルと交換しま
す。
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2. 今後、輸送が必要になる場合に備えて LFF（3.5 型）輸送用ブラケットとネジを保管します。

コントローラーノードの管理ポートのケーブル接続
各コントローラーノードは、スイッチまたはハブへの 1 つのイーサーネット接続をサポートします。冗長
性をサポートするには、少なくとも 2 つのコントローラーノードが LAN スイッチまたはハブに接続して
いる必要があります。1 つの IP アドレスが 2 つの接続間で共有され、一度に 1 つのネットワーク接続だ
けがアクティブになります。アクティブなネットワーク接続に障害が発生すると、IP アドレスは、自動的
に、使用可能なネットワーク接続に移されます。

手順

1. 各コントローラーノード上の MGMT ポートとネットワークとの間を CAT-5e または Cat 6 の Ethernet
ケーブルで接続します。

図 18: コントローラーノードの MGMT ポート

2. ラックの左側に沿ってきちんとケーブルを引き回し、固定します。

コントローラーノードのホストポートのケーブル接続

前提条件
ホスト接続の推奨構成を確認していること。

手順

1. ホストアダプターのポートと次のいずれかを OM4 ファイバーケーブルで接続します。
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• ホストに接続されたスイッチ

• ホスト上のポート

Hewlett Packard Enterprise では、冗長性のために、各ホストをコントローラーノードペアの両方のコ
ントローラーノードに接続することをお勧めします。一貫性と対称性を保つために、ホストアダプ
ターの同じスロットとポート番号を使用してください。

2. ラックの左側に沿ってきちんとケーブルを引き回し、固定します。

可能であれば、ラックの背面に向かってホストケーブルを引き回して固定します。ケーブル管理ク
リップを使用して、ホストケーブルをコントローラーノードから、ドライブエンクロージャーの SAS
ケーブルに分離します。

3. ケーブル管理クリップを使用してケーブルを整理するには、ケーブル管理クリップによるホストケー
ブルの整理の手順を実行します。

ケーブル管理クリップによるホストケーブルの整理

前提条件

ケーブル管理クリップを確認して、ケーブル管理クリップについて理解していること。

手順

1. ケーブル管理クリップのペアを作成します。

a. ケーブル管理ルームとピボットクランプをキットから取り外します。次に示す図のインデックスの
3 番と 7 番を参照してください。

図 19: ケーブル管理キットのアクセサリ
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図のインデックス ケーブル管理アクセサリ

1 リアレールマウント

2 PDU マウントプラグ

3 ルームクリップ - FC

4 SAS ルームクリップ - AOC

5 SAS ルームクリップ - 8 X 5.5mm

6 SAS ルームクリップ - 4 X 5.5mm

7 ピボットクランプ

b. ルームをピボットクランプに取り付けます。

c. 手順 a〜b を繰り返して、2 つ目のクリップを作成します。

2. ケーブル管理 PDU マウントを作成します。

a. 両方のクリップを並べて PDU マウントに挿入します。

b. PDU マウントをラックの片側の PDU コンセントに挿入します。

図 20: ケーブル管理 PDU マウントを PDU コンセントに挿入する

3. ケーブル管理ラック背面レールマウントを構築します。

a. ラック背面レールマウントにクリップを挿入します。

このマウントは、スロットと穴が縦に交互に並んだパターンを持つ HPE ラックなどのラックにし
か使用できません。

b. ラックのリアレールマウントをラックのレールスロットに挿入し、マウントがラックの前の方を指
してラックレールと平行になるようにします。
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図 21: ケーブル管理ラック背面レールをラックのレールスロットに挿入する

4. ホストケーブルをケーブル管理クリップのスロットに挿入します。クリップの各スロットには 大 8
本のホストケーブルを挿入できます。

図 22: ホストケーブルをクリップのスロットに挿入する

ケーブルが交差しないよう、 も近いケーブル管理クリップおよびマウントにケーブルを整理するこ
とをお勧めします。

5. 整理するケーブルがさらにある場合は、手順 1〜4 を繰り返します。
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Remote Copy 用のコントローラーノードのケーブル接続

手順

1. コントローラーノードの Remote Copy ポート を特定します。

2. 次のポートタイプに基づいて Remote Copy 用のケーブル接続を行います：IP または FC

• IP を使用した Remote Copy 用のケーブル接続

• FC を使用した Remote Copy 用のケーブル接続

（オプション）IP を使用した Remote Copy 用のケーブル接続

Remote Copy over IP を使用する場合は、コントローラーノードの RCIP ポートをケーブル接続します。

前提条件

マルチモード（OM3 または OM4）光ファイバーケーブルを準備していること。

手順

1. コントローラーノードのオンボード 10GbE イーサーネット Remote Copy IP（RCIP）ポートを特定し
ます。

2. 光ファイバーケーブルの一方の端を RCIP ポートに挿入します。

3. 光ファイバーケーブルのもう一方の端をネットワークスイッチの SFP ポートに挿入します。

（オプション）FC を使用した Remote Copy 用のケーブル接続

Remote Copy over FC を使用する場合は、コントローラーノードの FC ポートをケーブル接続します。

前提条件

接続がサポートする速度と距離に基づいて適切なファイバーチャネル（FC）ケーブルを入手しているこ
と。

手順

1. コントローラーノードのホストアダプターで Remote Copy FC（RCFC）ポートに使用する 32Gb FC
または 16Gb FC ポートを特定します。

2. FC ケーブルの一方の端を RCFC ポートに挿入します。

3. FC ケーブルのもう一方の端を SAN スイッチのポートに挿入します。

電源への PDU および電源ストリップのケーブル接続
PDU および電源ストリップの位置について詳しくは、PDU および電源ストリップの位置を参照してくだ
さい。
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前提条件

1. 電源ケーブル接続のガイドラインを確認していること。

2. 冗長電源配線のガイドラインを確認していること。

3. 冗長電源が電力要件を満たすように検証されていることを確認していること。

手順

1. PDU に回路ブレーカーがある場合は、それらすべてを OFF の位置に設定する必要があります。

警告: OFF の位置に設定して、感電の危険と機器の損傷を防ぎます。

2. PDU または電源ストリップの電源をオフにします。

3. 適な冗長性を得るため、PDU または電源ストリップから、独立した電源に電源ケーブルを接続しま
す。まだ電源はオンにしないでください。

4. 各 PDU または電源ストリップでこれを繰り返します。

AC 電源コードの接続の確認

手順

すべての交流（AC）電源ケーブルが適切に構成され、コンポーネントに接続されていることを確認し
ます。

AC 電源ケーブルのケーブルロックとケーブルタイがパワーディストリビューションユニット（PDU）
と電源装置に正しく接続されていることを確認します。ロック電源コードには、ケーブルタイは必要
ありません。

すべての電源ケーブルが拘束具で適切に固定されていることを確認してください。

交流ストレージシステムの電源投入

前提条件

• パワーディストリビューションユニット、電源冷却バッテリモジュール、電源冷却モジュール間に電
源コードを接続していること。

• システム電源投入時の安全ガイドラインを確認していること。

手順

1. PDU のブレーカーが OFF の位置になっていることを確認します（該当する場合）。

2. PDU を電源に差し込みます。

3. PDU のブレーカーを ON の位置にします（該当する場合）。
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システムの電源がオンになっていることの確認
LED の動作について詳しくは、コンポーネント LED の仕様を参照してください。

手順

1. システムの電源をオンにした後、次のコンポーネントのヘルス LED を確認します。

• コントローラーノード

• 電源冷却バッテリモジュール（PCBM）

• 電源冷却モジュール（PCM）

• I/O モジュール

• エンクロージャー（前面）

• ドライブ（前面）

注記: ストレージシステムの起動とセルフテストのルーティンが完了するまで 大 10 分待ちます。

2. システムの背面から、システムが正常に初期化されるまで、コントローラーノードのヘルス LED が緑
色に点灯していることを確認します。

a. 電源投入時セルフテスト（BIOS POST）が正常に完了すると、OS の起動が開始され、緑色の LED
が緑色の点灯に切り替わります。

b. 致命的なエラーのために POST プロセスが停止した場合（または手動で停止した場合）、青色と橙
色の LED が点灯します。緑色の LED は消灯します。

c. POST 中、ノードのヘルス LED が緑色に点灯し、実行されている BIOS テストに応じて 1 秒間に
2〜3 回点滅します。

注記: OS が起動し、ノードが実行中のクラスターに参加してオンラインになると、ノードのヘルス
LED は、他のノードと同期して、1 秒間に 1 回点滅します。

図 23: コントローラーノードの LED（背面）

番号 説明

1 ユニット識別子（UID）LED

2 ヘルス LED

3 障害 LED

3. I/O モジュール、電源冷却モジュール、および電源冷却バッテリモジュールのヘルス LED が緑色に点
灯していることを確認します。
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図 24: PCBM の LED

番号 説明

1 UID/サービス LED

2 ヘルス LED

3 障害 LED

4 バッテリ LED

図 25: PCM の LED

番号 説明

1 UID/サービス LED

2 ヘルス LED

3 障害 LED
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3 つの LED のセット：UID LED（上）、ヘルス LED（中央）、障害 LED（下）

図 26: I/O モジュールの LED（ディスクエンクロージャーの背面）

4. システムの前面から、コントローラーノードエンクロージャーのイヤーキャップとドライブ LED を見
つけます。システムのヘルス LED が緑色に点灯していることを確認します。

図 27: ノードおよびドライブエンクロージャーの LED（前面）

番号 説明

1 UID LED

2 ヘルス LED

3 障害 LED

図 28: SFF（2.5 型）ドライブの LED（前面）
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番号 説明

1 UID/サービス LED

2 ヘルス LED

図 29: LFF（3.5 型）ドライブの LED（前面）

番号 説明

1 UID/サービス LED

2 ヘルス LED

エンクロージャー電源の冗長性の確認
この手順は、ドライブエンクロージャーとノードエンクロージャーの両方に適用されます。

前提条件

• この手順中にストレージシステムへの電力を維持するために、必ず、電源をオフにする PDU は一度に
1 つのみにすること。

• ストレージシステムの電源ケーブル接続が冗長電力配線のガイドラインに従っていること。冗長電力
配線のガイドラインを参照してください。

重要: システムがすでに初期化されている場合、電源の冗長性を確認すると、停止する可能性があり
ます。

手順

1. 1 つの PDU に入力電力を供給するパネルで電源をオフにします。または、PDU の 1 つ以上の回路ブ
レーカーを OFF の位置に設定します。
たとえば、以下の図に示されている冗長電力構成では次のようになります。

• お客様の電源 A1 がオフになると、PDU-0 に接続されている電源装置がオフになります。

• お客様の電源 B2 がオフになると、PDU-3 に接続されている電源装置がオフになります。
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2. 次の想定される動作が発生したことを確認します。

• すべてのエンクロージャー：少なくとも 1 つの電源装置が正常に動作しています。

• 入力電力のないすべての電源装置：出力 LED がオフになり、UID LED が青色に変わり、障害 LED
が黄色に変わります。

3. 想定される動作が確認できたら、PDU のパネルで電源をオンに戻し、30〜60 秒待ちます。

4. 次の PDU に移動する前に、すべてのコンポーネントで緑色のヘルス LED が点灯していることを確認
してください。

5. 各 PDU について、手順 2～4 を繰り返します。

電源冷却バッテリモジュールの輸送用ブラケットの保管
ラックに組み込まれたストレージシステムを輸送する場合、電源冷却バッテリモジュール（PCBM）輸送
用ブラケットが必要です。センターパネルコネクターの損傷を防ぐため、PCBM 輸送用ブラケットによ
り、PCBM が完全に挿入された位置から外れた状態に保たれます。輸送中、ブラケットは、外されている
PCBM をエンクロージャーから落下しないように拘束します。

前提条件

背面押さえブラケットが取り付けられていること。

手順

1. 今後、輸送が必要になる場合に備えて PCBM 輸送用ブラケットを保管します。

PCBM 輸送用ブラケットは、ストレージシステムとともにキットで出荷されます。

a. PCBM 輸送用ブラケットを背面押さえブラケットに取り付けます（1）。ブラケットを PCBM のハ
ンドルに取り付けないでください。

重要: この方法でブラケットを保管すると、PCBM の取り外しを防止できます。

b. 脱落防止ネジを締めます（2）。
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2. PCBM 輸送用ブラケットごとに手順 1 を繰り返します。

システムのシリアル番号の場所
シリアル番号は、ストレージシステムの初期化時に必要です。

手順

1. コントローラーノードエンクロージャーの前面左隅にあるシステム情報タブを見つけます。

注記: ドライブエンクロージャーとコントローラーノードエンクロージャーにそれぞれ 1 つのシステ
ム情報タブがあります。システムのシリアル番号は、ノードコントローラーの情報タブにのみ記載さ
れています。

2. システム情報タブを引き出します。
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3. システム情報タブからシリアル番号を取得します。

4. システムのシリアル番号を ストレージシステム初期化ワークシートに記入します。
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HPE Primera ストレージシステムの構成

HPE Primera ストレージシステムの初期化

前提条件

• データセンターのネットワークインフラストラクチャが構成されていること。これには、DNS（オプ
ション）、アウトバウンド接続、プロキシサーバーの構成が含まれます。

重要: HPE Primera ストレージシステムの初期化に DHCP はサポートされていません。

• フィールド組み込みストレージシステムの場合、ハードウェアコンポーネントが取り付けられている
こと。

• ストレージシステムのすべてのケーブル接続を実行してから、ストレージシステムをアクティブな
ネットワークに接続していること。

• 電源ケーブルを接続し、ストレージシステムの電源をオンにしていること。

• ストレージシステムの電源がオンになったら、すべてのエンクロージャーが電源冗長性を備えている
ことを確認する手順を実行していること。

• 電源ケーブルを接続してストレージシステムの電源をオンにした後、10 分待ってから HPE Primera
Discovery Tool を起動していること。10 分待つ間に、システムが起動してクラスターが形成されます。

• ストレージシステムの初期化ワークシートの記入が完了していること。

重要: 初期化プロセスを成功させるためには、HPE Primera 600 ストレージシステムを初期化す
る前に、このワークシートに記入することが重要です。初期化中に、新しいストレージシステム
に関する情報を入力するよう求められます。事前に情報を集めておくことは、初期化プロセスを
スムーズかつ効率的に行うために必要です。

• ストレージシステムを HPE InfoSight に登録するためのアカウントと組織アカウントを作成している
こと（推奨）。

• HPE Primera ストレージシステムの検出と初期化に使用するコンピューターを、HPE Primera スト
レージシステムと同じサブネットに接続していること。

コンピューターをストレージシステムと同じサブネットへ接続を参照してください。

手順

1. Linux または Mac OS を実行しているコンピューターからストレージシステムを初期化する場合：

a. ブラウザーに次のアドレスを入力します：https://primera-<system-serial-
number>.local/
例：https://primera-4uw0001234.local/
シリアル番号は、コントローラーノードエンクロージャーの正面左側隅のプルアウトタブに記載さ
れています。入力したシリアル番号については、 HPE Primera ストレージシステム初期化ワーク
シートを参照してください。

b. HPE Primera UI を使用してストレージシステムを初期化します。

2. Windows を実行しているコンピューターからストレージシステムを初期化する場合：
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a. HPE Primera Discovery Tool を使用してストレージシステムを検出します。

b. HPE Primera UI を使用してストレージシステムを初期化します。

HPE Primera Discovery Tool を使用して Windows コンピューターからスト
レージシステムを検出する

重要: HPE Primera Discovery Tool のバージョンが 新であることを確認するために、続行する前に
このツールをダウンロードすることをお勧めします。

HPE Primera Discovery Tool のダウンロードを参照してください。

重要: 初期化プロセスを成功させるためには、HPE Primera 600 ストレージシステムを初期化する前
に、 ストレージシステム初期化ワークシートに記入することが重要です。初期化中に、新しいスト
レージシステムに関する情報を入力するよう求められます。事前に情報を集めておくことは、初期
化プロセスをスムーズかつ効率的に行うために必要です。

手順

1. ダウンロードした HPE Primera Discovery Tool.exeファイルを探します。

2. ファイル名をダブルクリックして、Discovery Tool を起動します。

3. HPE Primera ストレージシステムのシリアル番号を入力し、検索をクリックします。

シリアル番号は、コントローラーノードエンクロージャーの正面左側隅のプルアウトタブに記載され
ています。入力したシリアル番号については、 HPE Primera ストレージシステム初期化ワークシート
を参照してください。
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Array not foundというメッセージが表示された場合は、初期化する HPE Primera ストレージシス
テムを Discovery Tool で検出できないを参照してください。

4. ストレージシステムを初期化するには、URL を選択し、起動をクリックします。

また、リンクをコピーしてブラウザーウィンドウに貼り付けることもできます。

Discovery Tool によってブラウザーが起動され、HPE Primera UI が画面に表示されます。

ヒント:

• Web ブラウザーからセキュリティ証明書に関する警告が表示された場合、この初期化に関す
る警告は無視して続行できます。

• ブラウザーから接続できない場合は、初期化する HPE Primera ストレージシステムにブラウ
ザーから接続できないを参照してください。

HPE Primera UI を使用したストレージシステムの初期化

重要: 初期化プロセスを成功させるためには、HPE Primera 600 ストレージシステムを初期化する前
に、 ストレージシステム初期化ワークシートに記入することが重要です。初期化中に、新しいスト
レージシステムに関する情報を入力するよう求められます。事前に情報を集めておくことは、初期
化プロセスをスムーズかつ効率的に行うために必要です。

重要: この手順をいずれかの時点で中止した場合は、 初からやり直す必要があります。再開する
と、すべてのフィールドがリセットされ、入力した詳細は保持されません。

手順

1. 開始をクリックします。

2. HPE エンドユーザー使用許諾契約書を読み、同意しますをクリックします。

3. ようこそ画面で、次の処理が行われます。

システムのハードウェアのチェックが開始します。

• ヘルスチェックにエラーなしで合格した場合は、システム構成の概要画面が表示されます。次の
手順に進みます。

ヒント: コントローラーノードには物理ドライブベイが含まれるため、構成の概要で、ドラ
イブエンクロージャーの数にはコントローラーノードエンクロージャーが含まれます。

• ヘルスチェックで問題が発見された場合は、表示された問題を解決してから再チェックをクリッ
クします。

4. システム構成の概要画面で、続行をクリックします。

5. ネットワークの構成画面から、前提条件の一部として記入したストレージシステム初期化ワークシー
トを使用して設定を完了します。

a. 全般で、設定を完了します。

全般では、既定義済みの 3paradmアカウントのパスワードを設定します。

b. 管理ネットワークのネットワーク設定をクリックすると、全般およびプロキシ設定の領域が表示
されます。
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c. 各領域で設置先に応じた設定を完了してから、続行をクリックします。

d. 構成の適用をクリックします。

ドライブの数と種類によって、構成が適用されるまでの時間に差が出ることがあります。

この手順は、ノードペアあたり 24 台未満のドライブで構成する場合、 大 2 時間かかります。
SSD ドライブを使用した構成では、時間が短縮されます。

6. 初期化を行うためにコンピューターを管理ポートに直接接続しなかった場合は、この手順をスキップ
します。それ以外の場合は、スイッチをコントローラーノードに再接続する必要があります。

a. コンピューターをコントローラーノードの管理ポートから切断します。

b. ストレージシステムの新しい IP アドレスにアクセスできるネットワークにコンピューターを再
接続します。

c. スイッチからコントローラーノードにスイッチケーブルを再接続します。

7. 続行をクリックします。

• ネットワーク設定で入力した IP アドレスが、ブラウザーの新しいタブで開きます。

• 新しいタブがロードされない場合、ネットワーク設定で指定した設定を使用してストレージシス
テムにアクセスできません。設定を確認または変更するには、ネットワーク設定に戻るをクリッ
クします。

ヒント: ブラウザーのプロキシ設定を一時的にクリアすると、この問題が解決する場合があ
ります。

8. 画面上の指示に従ってシステムを構成します。

a. 日付および時刻をクリックし、設定を完了してから続行をクリックします。

b. InfoSight への登録をクリックし、設定を完了してから続行をクリックします。

前提条件の一部として HPE InfoSight 登録を完了した場合（推奨）、ここで新しいストレージシス
テムを HPE InfoSight に登録できます。

重要: HPE InfoSight に登録しない場合でも、国/地域を指定する必要があります。

c. 連絡先の追加をクリックし、設定を完了してから続行をクリックします。

重要: システムのサポート連絡先を 1 つだけ指定する必要があります。

9. 構成の適用をクリックします。

システムにシステム構成が適用されます。

• この手順での構成の適用には、数分から 30 分かかることがあります。

• 問題が識別されなければ、HPE Primera UI は自動的に再起動します。システムの自動再起動が完
了したら、次のステップに進みます。

• 問題が識別された場合は、設定の変更をクリックし、設定を変更してから続行をクリックします。

10. ログイン名とパスワード（3paradmと設定済みのパスワード）の認証情報を入力し、ログインをク
リックします。
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ダッシュボード画面に HPE Primera UI が表示されます。

オンラインチュートリアルへのリンクがポップアップ表示されます。

• はじめにチュートリアルでは、HPE Primera UI の基本的な機能について学びます。

• ストレージチュートリアルでは、ストレージのプロビジョニングの基本について学びます。

ヒント: チュートリアルはすぐに表示することも、後でオンラインヘルプから表示することもで
きます。

11. 新しい HPE Primera へようこそダイアログボックスから、ストレージシステムの構成を続行します。

a. インストールサイトの情報を提供します。

b. 通知用のメールサーバーを構成します。

c. VMware vCenter 環境がある場合、VMware vCenter との統合をセットアップします。

12. ストレージシステムの使用を開始する前に、次の構成オプションを完了することをお勧めします。

a. ユーザーを追加します。

• ローカルユーザーを追加します。

• 環境で認証と承認に LDAP を使用している場合、UI を使用して LDAP サーバーへの接続を構
成します。HPE Primera UI オンラインヘルプを参照してください。次に、LDAP サーバーを使
用してユーザーを追加します。

b. ソフトウェアアップデートを確認します。

https://www.hpe.com/info/Primera600-docs から入手可能な HPE Primera 600：ソフトウェアの
アップデートを参照してください。

c. 新しいホストがある場合、それらをセットアップします。

詳しくは、以下を参照してください。

• HPE Primera ストレージシステムに関するホストのサポート

• FC スイッチ構成のガイドライン

• ご利用のホスト向けの HPE Primera 実装ガイド（https://www.hpe.com/info/Primera600-
docs から入手可能）

13. ホストやボリュームなどのストレージリソースを作成するには、HPE Primera UI オンラインヘルプ
を参照してください。

運用タスクについては、HPE Primera UI ユーザーガイドまたは HPE Primera 600 の運用（https://
www.hpe.com/info/Primera600-docs から入手可能）を参照してください。

ローカルユーザーの作成

ストレージシステムを初期化した後、HPE Primera UI でユーザーアカウントを作成することにより、他
のユーザーにアクセスを許可できます。

ヒント: HPE では、オンサイトの HPE サポート担当者が使用する、Service ロールを持ったユーザー
アカウントを少なくとも 1 つ作成することをお勧めします。たとえば、HPEsupportという名前の
ユーザーアカウントを作成します。
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手順

1. HPE Primera UI の任意の画面で、左ペインの設定をクリックします。

2. ユーザーをクリックします。

3. ユーザー画面の右上にある作成アイコン（+）をクリックします。

4. パスワードやロールなど、ユーザーの詳細を入力します。

権限レベルについては、ユーザーとロールを参照してください。

5. 単一のユーザーを追加する場合は作成をクリックし、このユーザーを追加した後もユーザーの作成画
面にとどまって別のユーザーを追加する場合は作成+をクリックします。

インストールサイトの情報の提供

ストレージシステムを初期化した後、ストレージシステムが設置される場所を入力します。サポートが
HPE または HPE パートナーのどちらによって提供されるかを含めます。

手順

1. 便利なメール通知を受け取るために、メールサーバーを構成してくださいの構成をクリックします。

設定 > システム画面が表示されます。

2. インストールサイトパネルで、インストールサイトの構成をクリックします。

3. 表示されたダイアログの指示に従います。

通知用のメールサーバーの構成

ストレージシステムを初期化した後、アラートのメール通知に使用するメールサーバーを指定できます。

前提条件

サポート連絡先が追加されていること。

手順

1. サポートエクスペリエンスを 適化するために、お客様のサイトについて少しだけお知らせください
の構成をクリックします。

設定 > テレメトリ画面が表示されます。

2. サポート設定で、サポートの構成をクリックします。

3. メール通知を選択します。

4. メールサーバー情報と送信者のメールアドレスを入力します。

5. 保存をクリックします。

HPE Primera UI を使用した VMware vCenter Server 接続の作成

ご使用の環境で VMware vCenter Server を使用している場合は、HPE Primera ストレージシステムと
VMware vCenter Server の 1 つ以上のインスタンスの間の接続を作成できます。

手順

1. 全体像を把握するために、お客様の vCenter 環境についてお知らせくださいの構成をクリックします。
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設定 > VMware vCenter の設定画面が表示されます。

2. 作成アイコン（+）をクリックします。

3. 表示されたダイアログの指示に従います。
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リファレンス

コントローラーノード

コントローラーノードの Remote Copy ポート

コントローラーノードのリアビューには、Remote Copy 用のポートが含まれています。コントローラー
ノードには 2 つの内蔵型イーサーネットポートがありますが、Remote Copy over IP（RCIP）に使用でき
るポートはノードごとに 1 つだけです。RCIP ポートには Slot-1 および 10 GbE のラベルが付いていま
す。内蔵型 RCIP ポートには 10Gb オプティカル SFP が取り付けられています。ポートは 10base T、
RJ45、Cat5、または Cat6 をサポートしていません。

Remote Copy over FC（RCFC）ポートは、コントローラーノードに取り付けられたホストアダプターに
あります。利用可能ないずれの FC ポートも RCFC に使用できます。すべてのモデルで、FC ポートは
Slot-3 および Slot-4 にあります。HPE Primera 650 および 670 コントローラーノードでは、Slot-5 にも
FC ポートがあります。

例として、HPE Primera 630 コントローラーノードの RCIP ポートと RCFC ポートを次の図に示します。

図 30: HPE Primera 630 コントローラーノードの Remote Copy ポート

番号 ポートの機能 ポートの説明

1 RCFC 用に識別された FC ポー
ト

Remote Copy FC 接続用の 16Gb または 32Gb FC ポート

2 RCIP 用イーサーネットポート Remote Copy IP 接続用の 10 GbE イーサーネットオンボード
ポート

ラック

エンクロージャーの重量負荷

位置決めと安定化を行う前に、フル装備のエンクロージャーの重量負荷を把握し、システムの重量を支え
られる適切な基礎がセットされていることを確認するのは重要です。

注記: コンポーネントを取り付けていないラック自体の重量は 200〜300 ポンドです。詳しくは、
QuickSpecs を参照してください。

リファレンス 46

https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=a00067738enw


フル装備のエンクロージャー 重量（ポンド） 重量（kg）

HPE Primera A630 または C630
（2U）

88 40

HPE Primera A650/C650 または
A670/C670（4U）

178 81

HPE Primera 600 シリーズ SFF
（2.5 型）ドライブエンクロー
ジャー

58.5 26.5

HPE Primera シリーズ LFF（3.5
型）ドライブエンクロージャー

63.5 28.8

4U ノード、18 個のドライブエン
クロージャー、4 つの PDU、およ
びラックウェイトを搭載したフル
装備ラック（ラック 大構成）

1900 865

HPE 固定キット

ストレージシステムを床に固定すると、安定性が高まります。固定することで、修理時や地震活動地域で
システムが転倒するのを防ぐことができます。

Hewlett Packard Enterprise 固定キットを使用すると、地震が発生しやすい地域で、HPE ラックを床に固
定して、建築基準法規に関わる国際的なガイドラインを満たすことができます。建物や床が振動していて
も、このキットを使用してシステムを固定しておくことで損傷やけがを防ぐことができます。

使用可能なラックオプションについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Rack and Power
Infrastructure の Web サイトを参照してください。

ホスト

ホスト接続の推奨構成

適な冗長性と I/O 負荷分散を実現するために、Hewlett Packard Enterprise では次のガイドラインを推奨
します。

• 各コントローラーノードで同じ数のポートを使用します。

• ホストから、ノードペアの各コントローラーノード上にある同じ番号のスロットとポートに 1 組の接
続を構成します。

• コントローラーノードあたり複数のホスト接続ができる場合、ホストアダプターの特定のホストから
の同じタイプの接続（たとえば、FC）を特定のコントローラーノード上の別のスロットに分散します。

• 冗長性を実現するためと、オンラインソフトウェアアップグレードを可能にするために、ノードペア
内の両方のコントローラーノードが各ホストサーバーに接続された状態を維持してください。
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スイッチを使用したホスト接続

• FC スイッチ（1）の場合、FC ファブリックゾーニング（2）を設定して、システムが参照できる World
Wide Name（WWN）を制限する必要があります。

• スイッチまたはハブからノードペア（3）の両方のコントローラーノードへの接続を構成します。

注記: HPE Primera Remote Copy には追加のイーサーネット接続が必要です。

サポートされるファイバーチャネルケーブルの 大長は、ケーブルサイズとポート速度に基づきます。

ホスト接続の FC ケーブルの制限事項

ケーブルサイズ 速度 大ケーブル長（限界）

50 ミクロン（OM4） 16～32Gb/s 50m

HPE Primera ストレージシステムに関するホストのサポート

HPE Primera ストレージシステムは、次のオペレーティングシステムを実行しているホストをサポートし
ます。

• Citrix XenServer

• HP-UX

• IBM AIX

• Microsoft Windows Server（Microsoft Hyper-V を含む）

• Oracle Linux（UEK および RHEL 互換カーネル）

• Oracle Solaris

• Oracle VM

• Red Hat Enterprise Linux

• Red Hat Enterprise Virtualization

• SUSE Linux Enterprise
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• SUSE Linux Virtualization

• VMware vSphere

新の情報については、Single Point of Connectivity Knowledge for HPE Storage Products (SPOCK)を
http://www.hpe.com/storage/spock でご覧ください。

FC スイッチ構成のガイドライン

ファブリック接続とスイッチの相互運用性のルール全般については、SPOCK にある HPE SAN Design
Reference Guide を参照してください。

HPE Primera ストレージシステムを接続するファブリックのポートを構成する前に、以下の各 FC スイッ
チベンダーのガイドラインを参照してください。

• HPE B-Series Brocade スイッチでは、ホストの HBA ポートまたは HPE Primera ストレージシステム
のポートに接続するスイッチのポートは、デフォルトモードに設定する必要があります。Brocade
ファームウェア 3.0.2 以降を実行している Brocade 3xxx スイッチでは、Brocade の telnet インター
フェイスおよび portcfgshowコマンドを次のように使用して、スイッチの各ポートが正しいモード
になっていることを確認します。

brocade2_1:admin> portcfgshow
Ports              0  1  2  3    4  5  6  7
-----------------+--+--+--+--+----+--+--+--
Speed             AN AN AN AN   AN AN AN AN 
Trunk Port        ON ON ON ON   ON ON ON ON 
Locked L_Port     .. .. .. ..   .. .. .. .. 
Locked G_Port     .. .. .. ..   .. .. .. .. 
Disabled E_Port   .. .. .. ..   .. .. .. .. 
where AN:AutoNegotiate, ..:OFF, ??:INVALID.
FOS ファームウェア 6.3.1a 以降を実行している Brocade 8Gb スイッチでは、以下のフィルワード
モードがサポートされています。

admin> portcfgfillword
Usage: portCfgFillWord PortNumber  Mode  [Passive]
Mode: 0/-idle-idle   - IDLE in Link Init, IDLE as fill word (default)
               1/-arbff-arbff - ARBFF in Link Init, ARBFF as fill word
               2/-idle-arbff  - IDLE  in Link Init, ARBFF as fill word (SW)
               3/-aa-then-ia  - If ARBFF/ARBFF failed, then do IDLE/ARBFF

注記:
◦ Hewlett Packard Enterprise では、portcfgfillwordを使用してフィルワードを優先モードであ

るモード 3（aa-then-ia）に設定することをお勧めします。フィルワードが正しく設定されてい
ない場合、8Gb HBA ポートへの接続時に portstatsshowコマンドを使用すると、er_bad_osカ
ウンター（invalid ordered set）が増加します。これらの HBA ポートでは ARBFF-ARBFFフィルワー
ドが必要です。詳しくは、Brocade の Web サイトにある、Fabric OS Command Reference Manual
および FOS のリリースノートを参照してください。

◦ 一部の Hewlett Packard Enterprise スイッチ（HPE SN8000B 8 スロット SAN Backbone Director ス
イッチ、HPE SN8000B 4 スロット SAN Director スイッチ、HPE SN6000B 16Gb FC スイッチ、ま
たは HPE SN3000B 16Gb FC スイッチなど）は、適切なフィルワードモード 3 をデフォルト設定
として自動的に選択します。

• Cisco インターフェイスで、HPE Persistent Ports が確実に機能するためには、HPE Primera アレイ
ポートに接続するときに管理モードがファブリックポート（F ポート）として構成されている必要があ
ります。デフォルトでは、Cisco インターフェイスの管理モードは Auto に設定されており、インター
フェイスの初期化中にポートモードを決定します。インターフェイスを F ポートモードに構成する
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と、アレイポートの同期喪失状態の間、スイッチインターフェイスはオフラインになりません。同期
喪失状態は、ケーブルが取り外されて再接続されたとき、または接続されたスイッチポートが無効に
なってから再度有効になったときにトリガーされます。

次の例は、NX-OS Cisco CLI から Cisco インターフェイス（FC 1/1）を構成および確認する方法を示
しています。

cisco-switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
             
cisco-switch(config)# interface fc 1/1
cisco-switch(config-if)# switchport mode F
cisco-switch(config-if)# exit
cisco-switch(config)# exit
cisco-switch# show interface brief | head lines 7
-----------------------------------------------------------------------------------------
Interface  Vsan   Admin  Admin   Status       SFP    Oper  Oper   Port     Logical
                  Mode   Trunk                       Mode  Speed  Channel   Type
                         Mode                              (Gbps)
-----------------------------------------------------------------------------------------
fc1/1       1      F      on      up           swl   F      32     --       edge

HPE Persistent Ports が正しく機能するためには、物理接続を行う前に、Cisco スイッチで NPIV がグ
ローバルで有効になっている必要があります。ポートが物理的に接続された後でこの機能が有効に
なった場合、各ポートはスイッチに再度ログインしてこの機能を認識する必要があります。ログイン
するには、NPIV が有効になる前に接続された各ポートでのポートリセットが必要です。

次の例は、NPIV を有効にし、ストレージシステムポートが物理的に接続された後に有効になったかど
うかを確認する方法を示しています。また、NPIV を認識するために再度ログインする方法も示してい
ます。

Cisco スイッチで NPIV を有効にするには、以下を入力します。

cisco-switch# feature npiv
NPIV が有効になっていることを確認するには、以下を入力します。

cisco-switch# show feature | include npiv
npiv                 1        enabled
物理接続を確立した後でスイッチで NPIV を有効にする場合、ストレージシステムが NPIV を認識して
いないかどうかを確認できます。各ストレージシステムポートでリセットを実行すると、ポートが再
度ログインし、NPIV が認識されます。

スイッチで、以下のコマンドを入力します。

cisco-switch# show flogi database
fc1/21           1     0xb201c0  20:34:00:02:ac:07:e9:f8 2f:f7:00:02:ac:07:e9:f8
fc1/22           1     0xb20182  21:34:00:02:ac:07:e9:f8 2f:f7:00:02:ac:07:e9:f8

cisco-switch# show feature | include npiv
npiv                 1        enabled
ストレージシステムで、以下の CLI コマンドを入力します。

cli% checkhealth -d  host

Checking host
Component ---------------Summary Description---------------- Qty
Host      Host ports not configured for virtual port support   2
----------------------------------------------------------------
        1 total                                                2

Component -Identifier- ----------------------Detailed Description-----------------------
Host      port:0:3:4   Host port connected to FC Fabric switch port without NPIV support
Host      port:1:3:4   Host port connected to FC Fabric switch port without NPIV support
----------------------------------------------------------------------------------------
        2 total
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cli% controlport –f rst 0:3:4 1:3:4

cli% checkhealth –d host

Checking host
The following components are healthy: host

HPE FlexFabric 5900 スイッチ設定の FCoE - FC ストレージ接続用の構成については、My HPE Software
Center にある HPE FlexFabric Switch Series Storage Solutions Configuration Guide を参照してくださ
い。

電源

PDU および電源ストリップの位置

• パワーディストリビューションユニット（PDU）はさまざまな場所にマウントされます。工場組み込
みの PDU は、ラックの背面に沿って垂直にマウントされています。現地組み込みの PDU は垂直にマ
ウントされますが、ラック下部のエンクロージャーの下では水平にマウントできます。

• ラック内の PDU の数は、ラックに取り付けられているエンクロージャーの数と電力タイプ（単相電力
か三相電力かなど）によって異なります。

• 各 PDU ケーブルはコンセントに接続されます。コンセントはケーブルの種類と電力要件に基づいて、
ストレージシステムに電力を供給します。

• 現地組み込みストレージシステムの場合、電源ストリップは、PCM に電力を供給するためにラックの
側面にある場合があります。

• 電源ストリップおよび PDU の容量を超えないようにしてください。

電源ケーブル接続のガイドライン

• PCBM および PCM の各電源ケーブルは、接続されているエンクロージャー全体の電力負荷に対応でき
る独立した電源（PDU）コンセントに接続する必要があります。

• すべての電源ケーブルをストレージシステムに接続するまで、ラック内のコンポーネントの電源はオ
フのままにしてください。PCBM および PCM には電源スイッチがありません。電源をオフのままに
するには、電源から電源ケーブルを外します。

冗長電源配線のガイドライン

冗長電源装置と冗長パワーディストリビューションユニット（PDU）を使用して、ストレージシステムに
電源を供給します。冗長電源配線は、入力電源、PDU、または電源装置で電源障害が発生しても動作しつ
づけます。

各電源ケーブルは、接続されているエンクロージャーの電源負荷全体に対応できるコンセントに接続する
必要があります。

警告: けが、ストレージシステム機器の損傷、データ消失を防ぐために、PDU の余っているコンセ
ントを使用しないでください。ストレージシステム外の部品や他のラックに設置されている部品に
は、PDU のコンセントを使って給電しないでください。

電源を冗長させるには、ストレージシステムに次の冗長電源構成が必要です。図 31: 冗長電源構成を参照
してください。
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• お客様の電源：メインとなる独立した接地電源装置は、それぞれの回路ブレーカーによって制御およ
び保護されている必要があります。

• PDU：ラック内の PDU の数は、ラックに取り付けられているエンクロージャーの数と電源タイプ（単
相電源か三相電源かなど）によって異なります。

◦ 偶数番号の PDU は、お客様の電源（A）に接続してください。

◦ 奇数番号の PDU は、お客様の電源（B）に接続してください。

• 電源：

「電源装置」という一般名称は、さまざまな種類の電源部品を指します。これらの電源部品には、電源
ユニット（PSU）、電源冷却モジュール（PCM）、または電源冷却バッテリモジュール（PCBM）が含
まれます。

各電源 0 は、偶数番号の PDU に黒の電源ケーブルを使用して接続してください。

各電源 1 は、奇数番号の PDU にグレーの電源ケーブルを使用して接続してください。

◦ コントローラーノードペア：各電源装置は、別々の PDU に接続してください。

◦ ドライブエンクロージャー：各電源装置は、別々の PDU に接続してください。

図 31: 冗長電源構成

システム電源投入時の安全ガイドライン

感電または装置の損傷を防ぐために、これらの注意事項に従ってください。

• 電源コードのアース用プラグは常に取り付けてください。アース用プラグは安全上必要です。

• 電源コードは、いつでも簡単に手の届くところにあるアース付きコンセントに接続してください。

• 電源コードは、踏まれる、またはなんらかの物により圧迫されないように配線してください。
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• すべての電源コードをラック列の背面に結束して、すべてのコンポーネントへの保守の際のアクセス
を妨げないようにしてください。

• システム電源の投入後は、ラックの位置を調整しないでください。

• 環境順化プロセスはシステム電源の投入前に完了させてください。ストレージシステムの環境順化を
ご覧ください。

• 適切な温度制御を実現するため、すべてのベイにドライブまたはドライブブランクが挿入されている
ことを確認してください。

ケーブルとケーブルアクセサリ

ケーブル管理クリップ

ラックコンポーネントの交換、保守、修理、および監視を容易にするには、ケーブル管理を実行します。
HPE Primera では、ラックにケーブル管理キットが同梱されています。キットには、さまざまなタイプの
ケーブル管理クリップ、ピボット、ルーム、およびマウントがあります。ケーブル管理クリップを使用し
て、データケーブルをラックの両側で整理し、ラックコンポーネントに簡単にアクセスできるようにしま
す。

ケーブル管理キットには次のものが含まれています。

図 32: ケーブル管理キットのアクセサリ

図のインデックス ケーブル管理アクセサリ

1 リアレールマウント

2 PDU マウントプラグ

3 ルームクリップ - FC

4 SAS ルームクリップ - AOC

表は続く

リファレンス 53



図のインデックス ケーブル管理アクセサリ

5 SAS ルームクリップ - 8 X 5.5mm

6 SAS ルームクリップ - 4 X 5.5mm

7 ピボットクランプ

ケーブル管理クリップによるミニ SAS データケーブルの整理

前提条件

ケーブル管理クリップを確認して、ケーブル管理クリップについて理解していること。

手順

1. ケーブル管理クリップのペアを作成します。

a. ケーブル管理ルームとピボットクランプをキットから取り外します。次に示す図のインデックスの
5 番と 7 番を参照してください。

図 33: ケーブル管理キットのアクセサリ

図のインデックス ケーブル管理アクセサリ

1 リアレールマウント

2 PDU マウントプラグ

3 ルームクリップ - FC

4 SAS ルームクリップ - AOC

表は続く
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図のインデックス ケーブル管理アクセサリ

5 SAS ルームクリップ - 8 X 5.5mm

6 SAS ルームクリップ - 4 X 5.5mm

7 ピボットクランプ

b. ルームをピボットクランプに取り付けます。

c. 手順 a〜b を繰り返して、2 つ目のクリップを作成します。

2. ケーブル管理 PDU マウントを作成します。

a. 両方のクリップを並べて PDU マウントに挿入します。

b. PDU マウントをラックの片側の PDU コンセントに挿入します。

図 34: ケーブル管理 PDU マウントを PDU コンセントに挿入する

3. ケーブル管理ラック背面レールマウントを構築します。

a. ラック背面レールマウントにクリップを挿入します。

このマウントは、スロットと穴が縦に交互に並んだパターンを持つ HPE ラックなどのラックにし
か使用できません。

b. ラックのリアレールマウントをラックのレールスロットに挿入し、マウントがラックの前の方を指
してラックレールと平行になるようにします。
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図 35: ケーブル管理ラック背面レールをラックのレールスロットに挿入する

4. データケーブルをケーブル管理クリップのスロットに挿入します。他のデータケーブルをクリップの
空きスロットに挿入します。

図 36: データケーブルをクリップのスロットに挿入する

ケーブルが交差しないよう、 も近いケーブル管理クリップおよびマウントにケーブルを整理するこ
とをお勧めします。

5. 整理するケーブルがさらにある場合は、手順 1〜4 を繰り返します。

コンポーネントの LED 仕様
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コントローラーノードエンクロージャーの LED（前面）

LED LED 記号 機能 ステータス システム状態

1 障害 橙色で点灯 障害

2 ヘルス/ステータ
ス

緑色で点灯 正常動作中。障害はあ
りません。

3 UID/サービス 青色で点灯 位置確認機能を使用中
です。

ドライブエンクロージャーの LED

LED LED 記号 機能 ステータス システム状態

1 障害 橙色で点灯 障害

2 ヘルス/ステータ
ス

緑色で点灯 正常動作中。障害はあ
りません。

3 UID/サービス 青色で点灯 位置確認機能を使用中
です。
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ドライブの LED

図 37: SFF（2.5 型）ドライブの LED

図 38: LFF（3.5 型）ドライブの LED

注記: 次の表の情報は、SFF（2.5 型）および LFF（3.5 型）ドライブに適用されます。

LED 機能 ステータス ポート状態

1 UID/サービス 青色で点灯 位置確認機能を使用中で
安全に取り外すことがで
きます。

青色で点滅 位置確認機能を使用中で
す。コンポーネントを取
り外さないでください。

2 ヘルス/動作 緑色で点灯 正常な動作です。ドライ
ブは OK 状態です。HPE
OS によって認識されて
います。

緑色で点滅 ドライブが動作中です。

表は続く
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LED 機能 ステータス ポート状態

橙色で点灯 重大な障害状態。青色と
一緒に橙色が点灯してい
る場合は、ドライブが認
識されていて、保守中で
あることを示していま
す。

橙色で点滅 重大ではない障害が発生
しています。

コントローラーノードの LED（背面）

図 39: コントローラーノードの LED（背面）

LED 機能 ステータス 状態

1 Mgmt ポートリンク/動作 緑色で点滅 リンクが確立さ
れています。

緑色で点灯 リンクが動作中
です。

緑色が消灯
リンクされてい
ません。

2 Mgmt ポート速度 緑色で点灯 1Gb の速度

緑色が消灯 10/100Mb の速度

3 DP-1/DP-2 SAS ポートの障
害

橙色で点灯 1 つ以上のリン
クに障害があり
ます。

緑色 （リンクが動作中
です）

4 DP-1/DP-2 SAS ポートの動
作

緑色で点滅 リンクが稼働中
かつ動作中

緑色が消灯 リンクが稼働中
で動作なし、リン
クダウン

5 SAS ポート DP-3/DP-4 の障
害

橙色で点灯 障害

表は続く
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LED 機能 ステータス 状態

橙色が消灯 障害は発生して
いません。

6 SAS ポート DP-3/DP-4 リン
ク

緑色で点灯 ポートがリンク
済み。動作中の
場合と、動作中で
ない場合があり
ます。

緑色が消灯 ポートがリンク
されていません。

7 10Gb イーサーネット 橙色で点灯 ポートがリンク
済み

橙色が消灯 ポートがリンク
されていません。

8 10Gb イーサーネット 緑色で点灯 ポートがリンク
済み

緑色が消灯 ポートがリンク
されていません。

9 青色で点灯 位置確認機能を
使用中で安全に
取り外すことが
できます。

青色で点滅 位置確認機能を
使用中です。コ
ンポーネントを
取り外さないで
ください。

10
ヘルス

緑色で点灯 ノードの状態は
良好ですが、ノー
ドはクラスター
にありません。

緑色で高速点滅 ノードが起動中
- POST 中

緑色で点滅（1 秒間に 1
回、または 1 Hz）

正常に動作して
おり、ノードがク
ラスターにあり
ます。

11

障害

橙色で点灯 障害が発生して
おり、ノードがク
ラスターにあり
ません。

表は続く
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LED 機能 ステータス 状態

橙色で点滅 障害が発生して
おり、ノードがク
ラスターにあり
ます。

橙色が消灯
障害は発生して
いません。

PCBM LED

LED LED 記号 機能 ステータス 状態

1 UID/サービス 青色で点灯 位置確認機能
を使用中で安
全に取り外す
ことができま
す。

青色で点滅 位置確認機能
を使用中で
す。コンポー
ネントを取り
外さないでく
ださい。

2 ヘルス 緑色で点灯 電源オン、正
常に動作して
います。

緑色が消灯
電源が投入さ
れていませ
ん。

表は続く
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LED LED 記号 機能 ステータス 状態

3 障害 橙色で点灯 電源装置、
ファン、また
は BBU が故
障していま
す。

橙色が消灯 障害はありま
せん。正常に
動作していま
す。

4 バッテリステータス 緑色で点灯 バッテリの出
力が有効で
す。

緑色で点滅 電圧低下の早
期警告表示

PCM LED
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LED LED 記号 機能 ステータス 状態

1 UID/サービス 青色で点灯 位置確認機能
を使用中で安
全に取り外す
ことができま
す。

青色で点滅 位置確認機能
を使用中で
す。コンポー
ネントを取り
外さないでく
ださい。

2 ヘルス 緑色で点灯 電源オン、正
常に動作して
います。

緑色が消灯
電源が投入さ
れていませ
ん。

3 障害 橙色で点灯 電源装置また
はファンが故
障していま
す。

橙色が消灯
障害はありま
せん。正常に
動作していま
す。

I/O モジュールの LED
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LED LED 記号 機能 ステータス 状態

1 UID/サービス 青色で点灯 位置確認機能
を使用中で安
全に取り外す
ことができま
す。

青色で点滅 位置確認機能
を使用中で
す。取り外さ
ないでくださ
い。

2 ヘルス 緑色で点滅 正常に動作中

3 障害 橙色で点灯 障害

橙色で点滅 障害

橙色が消灯 障害は発生し
ていません。

4 なし SAS ポート

障害

橙色で点灯 障害

橙色が消灯 障害は発生し
ていません。

5 なし SAS ポート

リンク

緑色で点灯
なし

緑色が消灯 ポートがリン
クされていま
せん。

6 なし ケージ番号/エラーコー
ド

I/O モジュールのエ
ラーコードを参照
してください。

I/O モジュールのエラーコード

ケージ番号/エラーコード
状態

A4 冗長 IOM がオフになりました。

AF 冗長 I/O モジュールがありません。

B0 汎用のエキスパンダーエラー

B1 エキスパンダーのブートストラップタスクが失敗しました。

B3 デフォルト SAS アドレスの使用

B5 パートナーエキスパンダーとの通信エラー

表は続く
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ケージ番号/エラーコード
状態

B6 2 つの I/O モジュール間でエキスパンダーファームウェアが
不一致

B7 ESP 構成で失敗しました。

B8 エキスパンダー複合イメージエラー

B9 SAS ケーブルハードウェアのエラー

BA SAS ケーブルが HPE でサポートされていません。

BD ESP 通信エラー

BE ローカル ESP での非互換ファームウェア

BF 不完全なシステム ID

C0 温度センサーの一般的なエラー

C2 温度センサーからデータを取得できません。

C3 温度センサーで警告温度に到達

C4 温度センサーで臨界温度に到達

D2 存在しないモジュール - パワーサプライ A

D5 通信エラー - パワーサプライ A

DA 電力損失 - パワーサプライ A

DB 電力損失 - パワーサプライ B

E2 存在しないモジュール - ファン A

E3 存在しないモジュール - ファン B

E7 電圧エラー - パワーサプライ 0

E8 電圧エラー - パワーサプライ 1

E9 ローター障害 - ファン A

EA ローター障害 - ファン B

F4 上部 I/O モジュールでの NVRAM バックアップ障害

F5 下部 I/O モジュールでの NVRAM バックアップ障害

F7 エキスパンダー間のゾーニング構成が一致しません。例：マ
ルチパスデイジチェーン接続になっています。

F8 互換性のないベイにドライブが挿入されています。

ファイバーチャネルアダプター LED
以下の LED は、4 ポート 32Gb および 4 ポート 16Gb ファイバーチャネルアダプターの両方に該当しま
す。
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ポート LED の動作

LED 1（緑色） LED 2（橙色） 状態

消灯 消灯 アダプターに障害があります。

消灯 常時点灯 POST 中にアダプターに障害が発
生しました。

消灯 点滅（1Hz） POST 実行後に起動に失敗しまし
た。

消灯 点滅 POST が進行中です。

点灯 消灯 障害

点灯 常時点灯 障害

点灯 3 回の高速点滅 正常 - 8Gb および 4Gb でリンク
が稼働中。

点灯 4 回の高速点滅 正常 - 16Gb および 8Gb でリン
クが稼働中。

点灯 5 回の高速点滅 正常 - 32Gb および 16Gb でリン
クが稼働中。

点滅（1Hz） 消灯 正常 - リンクダウン

アダプター LED の動作

LED LED 記号 機能 ステータス 状態

3 ヘルス 緑色で点灯 正常ステータス

橙色で点灯 障害

4 UID/サービス 青色で点灯 位置確認機能を使用中
で安全に取り外すこと
ができます。

青色で点滅 位置確認機能を使用中
です。コンポーネント
を取り外さないでくだ
さい。

4 ポート 12Gb SAS アダプターの LED
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LED 機能 ステータス 状態

1 ポートリンク 緑色で点滅 リンクが稼働中かつ動作
中。

緑色が消灯 リンクダウン、またはリ
ンクが稼働中で動作なし

2 ポートステータス 橙色が消灯 正常に動作中

橙色で点灯 リンク障害

3 HBA ステータス 緑色で点灯 正常に動作中

橙色で点灯 障害

4 UID/サービス 青色で点灯 位置確認機能を使用中で
安全に取り外すことがで
きます。

青色で点滅 位置確認機能を使用中で
す。コンポーネントを取
り外さないでください。

10GBase-T 4 ポートアダプターの LED
HPE 4 ポート 10Gb（10GBase-T）iSCSI およびイーサーネットコンバージドネットワークアダプター
（CNA）（RJ45 搭載）
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ポート LED 10Gb

LED 機能指示 リンク LED（1）

2 色

緑色/橙色

動作 LED（2）緑色

• 電源が投入されていません。

• HBA ファームウェア起動前に
電源オン

• リンクなしで電源オン

消灯 消灯

電源オン、10Gb でリンク確立、
動作なし

橙色で点灯 緑色が消灯

電源オン、10Gb でリンク確立、
動作中

橙色で点灯 緑色で点滅

LED 機能 状態 ステータス

3 ヘルス 緑色で点灯 正常ステータス

橙色で点灯 障害

4 UID/サービス 青色で点灯 位置確認機能を使用中で
安全に取り外すことがで
きます。

青色で点滅 位置確認機能を使用中で
す。コンポーネントを取
り外さないでください。

10/25GbE 4 ポートアダプターの LED
HPE4 ポート 25Gb/10Gb iSCSI およびイーサーネットコンバージドネットワークアダプター（CNA）

（SFP28 インターフェイス搭載）
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ポート LED 25Gb

LED 機能指示 リンク LED（1）

2 色

緑色/橙色

動作 LED（2）緑色

• 電源が投入されていません。

• HBA ファームウェア起動前に
電源オン

• リンクなしで電源オン

消灯 消灯

電源オン、25Gb でリンク確立、
動作なし

橙色で点灯 緑色が消灯

電源オン、25Gb でリンク確立、
動作中

橙色で点灯 緑色で点滅

電源オン、10Gb でリンク確立、
動作なし

緑色で点灯 緑色が消灯

電源オン、10Gb でリンク確立、
動作中

緑色で点灯 緑色で点滅

LED 機能 状態 ステータス

3 ヘルス 緑色で点灯 正常ステータス

橙色で点灯 障害

4 UID/サービス 青色で点灯 位置確認機能を使用中で
安全に取り外すことがで
きます。

青色で点滅 位置確認機能を使用中で
す。コンポーネントを取
り外さないでください。

システム構成

ユーザーとロール

HPE Primera ストレージシステムにログインするには、ユーザーアカウントが必要です。各ユーザーアカ
ウントにはユーザーのロールが必要です。ユーザーのロールは、アクションと操作に許可される権限を設
定します。

HPE Primera を使用してユーザーアカウントを作成する場合は、次のいずれかのロールを割り当てること
ができます。
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• super。すべてのアクションと操作に対する権限が付与されます。

• service。権限がストレージシステムの保守点検に必要なアクションと操作に限定されます。この
ロールは、ユーザー情報およびユーザーグループリソースへの限定的なアクセスを許可します。

• security_admin。super のロールを持つユーザーアカウントを除き、ユーザーアカウントを作成およ
び削除する権限が付与されます。

• edit。ほとんどのアクションと操作に対する権限が付与されます。たとえば、ストレージボリュームの
作成、編集、および削除です。

• create。権限が項目の作成に限定されます。たとえば、ストレージボリュームの作成です。

• browse。権限は読み取り専用アクセスに制限されます。たとえば、ストレージボリューム情報の表示
などです。

• basic_edit。権限は edit のロールに似ていますが、オブジェクトの削除にはさらに制限があります。

ストレージシステム初期化ワークシート

重要: 初期化プロセスを成功させるためには、HPE Primera 600 ストレージシステムを初期化する前
に、このワークシートに記入することが重要です。初期化中に、新しいストレージシステムに関す
る情報を入力するよう求められます。事前に情報を集めておくことは、初期化プロセスをスムーズ
かつ効率的に行うために必要です。

初期化ワークシートは、ダウンロードして印刷できる単体のドキュメントです。ワークシートがある場
所：http://www.hpe.com/support/Primera600initializationWS

一般情報

    ストレージシステムのシリアル番号：

    ストレージシステム名：

    3paradm ユーザーパスワード：

管理ネットワークの設定

IPv4 詳細（必須）

    アドレス：

    サブネットマスク：

    ゲートウェイ：

IPv6 詳細（オプション）

    アドレス：

表は続く
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管理ネットワークの設定

    プレフィックス長：

    ゲートウェイ：

DNS サーバーアドレス

    DNS1：

    DNS2：

    DNS3：

プロキシの設定

    プロトコル：

    サーバー：

    ポート：

ストレージシステムの日時の設定

    日付と時刻を手動で設定するか、NTP サーバーの IP アドレスを指定します。

    NTP1：

    NTP2：

    NTP3：

    タイムゾーン：

HPE パスポートの設定

    ストレージシステムを設置する国：

    HPE パスポート ID：

    HPE パスポートのパスワード：

    HPE InfoSight 組織：
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ストレージシステム連絡先情報

    氏名：

    国：

    言語：

    会社：

    プライマリメール：

    セカンダリメール（オプション）：

    主連絡先電話：

    代理連絡先電話（オプション）：

ストレージシステム初期化ワークシート入力のヒント

一般情報

• ストレージシステムシリアル番号 — ストレージシステムの工場出荷時に割り当てられたシリアル番
号。シリアル番号は、ローカルネットワーク上のストレージシステムを検出するために必要です。シ
リアル番号は、コントローラーノードエンクロージャーの正面左側隅のプルアウトタブに記載されて
います。

• ストレージシステム名 — ストレージシステムに割り当てる名前。（必要であれば、初期化の完了後に
名前を変更できます。）

• 3paradm ユーザーパスワード — 3paradm ユーザーアカウントに割り当てるパスワード。3paradm
ユーザーアカウントは、ストレージシステムのデフォルトの super ユーザーアカウントです。

管理ネットワークの設定

• ネットワークタイプ、IPv4 のみ、または IPv4 と IPv6 — ストレージシステムの IP アドレス、IPv4
サブネットマスクまたは IPv6 プレフィックス長、およびゲートウェイの指定が可能です。IP アドレ
スは、IPv4 形式のみ、または IPv4 と IPv6 の両方の形式で指定できます。IPv4 形式が必須です。IPv6
形式はオプションです。

• DNS サーバー IP アドレス — ストレージシステムが接続する DNS サーバーの IP アドレスを指定で
きます。DNS サーバーの指定は必須ではありません。 大 3 つの DNS サーバーまで指定可能です。

• プロキシ設定 — ストレージシステムをプロキシサーバーに接続する場合は、プロキシサーバー接続
プロトコル（HTTP、SOCKS4、または SOCKS5）、サーバー IP アドレス、およびポート番号を指定
する必要があります。プロキシ認証を選択する場合は、プロキシサーバーのログオンユーザー名とパ
スワードを入力する必要があります。

リファレンス 72



ストレージシステムの日時の設定

• 日時 — 日付と時刻を手動で設定するか、NTP サーバーを指定するかを選択できます。ストレージシ
ステムを NTP サーバーに接続する場合は、 大 3 つのサーバーの IP アドレスを指定できます。

• タイムゾーン — ストレージシステムのタイムゾーンを選択してください。

HPE パスポートの設定

•  ストレージシステムが設置されている国 — ストレージシステムが設置されている国を選択します。

• サポートデータを HPE に送信し、HPE InfoSight へのこのシステムの登録要求を行います — この選
択はデフォルトで有効になっています。有効のとき、ストレージシステムのテレメトリデータが
HPE InfoSight へ自動的に送信されて、予測サポートとクラウド分析に使用されます。必要に応じて、
選択を無効にすることができます。

◦ HPE パスポート ID とパスワード — ID は、HPE パスポートアカウントで使用されるメールアド
レスです。パスワードは、アカウントのパスワードです。

◦ HPE InfoSight 組織 — ストレージシステムをメンバーにする HPE InfoSight の組織アカウントで
す。

ストレージシステム連絡先情報

連絡先 — ストレージシステムに指定されている連絡先は 1 つだけにする必要があります。連絡先と
は、HPE サポートがサポートの問題に関して連絡する担当者です。

コンピューターをストレージシステムと同じサブネットへ接続

ストレージシステムの初期化を実行するために使用するコンピューターは、ストレージシステムと同じサ
ブネットおよびスイッチ上になければなりません。

手順

1. コンピューターをコントローラーノードと同じ物理 LAN スイッチに接続するには：標準 Cat5e ケーブ
ルを、コンピューターの NIC から、ノードが接続されているものと同じ物理 LAN スイッチに接続しま
す。

コントローラーノードのすべての管理ポートも LAN スイッチに接続されています。
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2. コンピューターをストレージシステムに直接接続するには：標準 Cat5e ケーブルを、コンピューター
の NIC から、一番上のコントローラーノードの管理ポートに接続します。

コントローラーノードの他の管理ポートはどれも接続されていません。

3. コンピューターを同じプライベートパーソナルスイッチにコントローラーノードとして接続するに
は：標準 Cat5e ケーブルをコンピューターの NIC からプライベートパーソナルスイッチに接続します。

コントローラーノードのすべての管理ポートもプライベートパーソナルスイッチに接続されていま
す。
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HPE InfoSight による予測分析とテレメトリ

HPE InfoSight は、接続された HPE ストレージに関する詳細情報を提供するセキュア Web サイトです。
HPE InfoSight によって表示されるメトリックは、システム情報の分析に基づいています。接続されたス
トレージシステムから HPE サポートにその情報を送信するかどうかはユーザーが決定します。

重要:

• テレメトリデータではお客様のデータは送信されません。

• テレメトリデータには、登録されているストレージシステムのシリアル番号のみが含まれます。

• HPE サポートは、リモートで顧客データにアクセスすることはできません。お客様のデータへの
アクセスは、お客様とのトランザクションを介して実行する必要があります。

送信されるデータには以下が含まれます。

• 設定。ソフトウェアのバージョン、ハードウェア構成、およびストレージシステムの内部コンポーネ
ント。

• ステータスチェック。ソフトウェアの推奨事項、ハードウェアチェック、およびパフォーマンスアラー
トに関連するヘルス情報。

• データ分析。ストレージシステムの傾向分析、容量の予測分析、およびオーバープロビジョニング。

• ハードウェアパフォーマンス。ストレージシステムコントローラー、物理ドライブ、ホスト IO 遅延、
および帯域幅。

• 仮想化。VMware vCenter とのストレージシステムの統合。

この通信を HPE Primera UI を介して有効にします。テレメトリデータの送信を有効にするだけでなく、
次のことが可能です。

• ソフトウェアの自動的なダウンロードとアップデートを有効にする。

• ソフトウェアアップデートが利用可能になったときにメールを受信できるようにする。
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HPE InfoSight を使用しない場合、ソフトウェアアップデートを手動でダウンロードし、HPE Primera UI
を使用してそれらのアップデートを手動でステージングおよび実行する必要があります。
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トラブルシューティング

初期化する HPE Primera ストレージシステムを HPE Primera
Discovery Tool で検出できない

症状

HPE Primera Discovery Tool で、初期化する HPE Primera ストレージシステムを検出できません。

解決方法 1

原因

ストレージシステムの検出に使用するコンピューターが、ストレージシステムと同じサブネット上にあり
ませんでした。

アクション

1. ストレージシステムの検出に使用するコンピューターが、ストレージシステムと同じサブネット上に
あることを確認します。

2. 10 分待ってから、Discovery Tool を再実行します。

解決方法 2

原因

正しくないシリアル番号が Discovery Tool に入力されました。

アクション

1. HPE Primera ストレージシステムの正しいシリアル番号を入力してください。

シリアル番号は、コントローラーノードエンクロージャーのプルアウトタブの前面左側隅に記載され
ています。入力したシリアル番号については、HPE Primera ストレージシステム初期化ワークシート
を参照してください。

2. Discovery Tool で検索をクリックします。

解決方法 3

原因

ストレージシステムの検出と初期化に使用されるコンピューターが HPE Primera ストレージシステムの
物理サブネットに移動され、IP 構成の更新が必要になることがあります。

アクション

1. IP 構成をリセットして更新します。

a. Windows コマンドラインにアクセスするには、キーボードの Windows キーと文字 X を同時に押し
ます（Windows+X）。
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このシーケンスにより、新しい Windows メニューが開きます。

b. メニューから実行を選択します。

c. cmdと入力し、OK をクリックします。

2. ipconfig -releaseと入力し、Enter キーを押します。

3. コマンドラインで ipconfig -renewと入力し、Enter キーを押します。

4. しばらく待ってから、HPE Primera Discovery Tool を再度実行します。

解決方法 4

原因

ケーブル接続に問題がある可能性があります。

アクション

管理ポートコネクターの LED がアクティビティを示さない場合は、新しい Cat5e または Cat6 イーサー
ネットケーブルを使用してください。

解決方法 5

原因

ストレージシステムの検出に使用されるコンピューターが、ストレージシステムと同じスイッチ上にあり
ませんでした。

アクション

1. スイッチからコンピューターを切断します。

2. コントローラーノードからスイッチケーブルをすべて取り外します。

3. ケーブルを使用して、コンピューターを一番上のコントローラーノードの管理ポートに直接接続しま
す。ストレージシステムで、そのリンクローカルアドレスが再検出および再構成されるまで 10 分待ち
ます。

4. 検出と初期化の手順を繰り返します。

解決方法 6

原因

すべてのトラブルシューティングアクションを試しても、アレイが見つかりません。

アクション

1. ログファイルを収集します。

a. ログを表示するには、Discovery Tool 画面の上部のバーで、File > Logs > View をクリックします。
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Primera Discovery.logファイルが開きます。

b. 次のファイルのコピーを保存します：Primera Discovery.log

2. HPE サポートに連絡してファイルを提出します。

初期化する HPE Primera ストレージシステムにブラウザーか
ら接続できない

症状

初期化するストレージシステムにブラウザーから接続できません。

原因

プロキシ設定が間違っているか、ストレージシステムの検出を妨げている可能性があります。

アクション

1. プロキシ設定が正しいことを確認します。

2. プロキシ設定が正しい場合は、一時的にそれらをクリアしてから、もう一度ブラウザーを使用して HPE
Primera Discovery Tool、または接続と初期化を実行します。

HPE ストレージツールに接続する際のブラウザーの警告

症状

ブラウザーに警告メッセージが表示されます。

解決方法 1

原因

HPE Primera UI に接続するときに、Internet Explorer でセキュリティ証明書に問題があるか、接続がプラ
イベートではありません。

アクション

このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。をクリックします。
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解決方法 2

原因

HPE Primera UI に接続するときに、Google Chrome ブラウザーで接続がプライベートではありません。

アクション

1. 詳細設定リンクをクリックします。

2. <ip_address> にアクセスする（安全ではありません）をクリックします。
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解決方法 3

原因

HPE Primera UI に接続するときに、Mozilla Firefox ブラウザーで接続が安全ではありません。

アクション

1. 詳細設定をクリックします。

2. 例外を追加...をクリックします。
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3.（オプション）このサイトに対する警告を今後も削除するには、セキュリティ例外の追加ダイアログ
ボックスの次回以降にもこの例外を有効にするを選択します。

4. セキュリティ例外の追加ダイアログボックスで、セキュリティ例外を承認をクリックします。
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Web サイト

全般的な Web サイト

HPE Primera ストレージの Hewlett Packard Enterprise Information Library
https://www.hpe.com/info/Primera600-docs

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）ストレージ互換性マトリックス

https://www.hpe.com/storage/spock
ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

https://www.hpe.com/storage/whitepapers

上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
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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 サイトにアク
セスします。

https://www.hpe.com/info/assistance

• 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 サイトにアクセスします。

https://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• 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

https://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

https://www.hpe.com/support/downloads
My HPE Software Center

https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

https://www.hpe.com/support/e-updates-ja

• お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials
ページに移動します。
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https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

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資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポー
トをセットアップしておく必要があります。

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。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すすめ
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 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE データセンターケアサービス

http://www.hpe.com/services/datacentercare
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://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：サポートされている製品のリスト

https://www.hpe.com/jp/ja/services/proactive-care-central.html

保証情報
ご使用の製品の保証情報を確認するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー

https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品

https://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品

https://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

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。

https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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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、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/reach

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、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/ecodata

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、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/environment

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（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。このメー
ルには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日
をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョ
ン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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