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ハード ディスク ドライブ交換ガイド

このドキュメントには、ホット スペアありまたはホット スペアなしでハード ディスク ドライブ（HDD）を交換する手
順が記載されています。このドキュメントは、ハードウェアの手順を説明する目的で記載されています。Security
Analyticsソフトウェアの特定のリリースに依存するものではありません。Security Analyticsのオンライン ドキュメント
はsadocs.emc.com/ja-jpで入手できます。

Note:印刷したガイドを参照している場合は、sadocs.emc.com/ja-jpに新しいバージョンが公開されている
場合がありますのでご注意ください。このガイドは、Security Analyticsオンライン ヘルプのハードウェア構
成ガイドから参照可能です。

ハード ディスク ドライブ交換ガイド
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ハード ディスク ドライブの交換

このトピックでは、Security Analytics Series 4またはSeries 5アプライアンスおよびDACストレージにおけるホット ス
ペアありまたはホット スペアなしのHDD（ハード ディスク ドライブ）交換手順について説明します。

Series 5アプライアンスの前面

Note: Series 4アプライアンスの前面も同様です。

Series 5 Hybridアプライアンスの前面

Note:ハイブリッド アプライアンスの場合も手順は同様です。

ハード ディスク ドライブ交換ガイド

© 2010 - 2016 RSA, The Security Division of EMC.
Last Modified: September 14 2016, 12:10PM

5

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/


手順

ディスクの現在の役割を確認します。
ディスクが、仮想ディスクの一部か、ホット スペアか、未構成/失敗かを確認します。

nwraidutil.plを使用して、論理ディスク情報を確認します。

Note:交換するディスクが論理ディスク情報で(O)と表示される場合、これは仮想ディスク セットの一部で
す。

ホット スペアとして構成されたディスクを交換する
交換するディスクが物理ディスク情報でGEIまたはID-<n>（情報データ交換）と表示される場合（たとえば、
ID-0）、ディスクはホット スペアです。ディスクがホット スペアの場合、オフラインが自動化されるため、手動でオ
フラインにする必要がありません。

ホット スペアとして構成されているディスクを交換するには、次の手順を実行します。
1. 取り外しの準備をします。

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64-PdPrpRmv-physdrv[ENCLOSURE:SLOT] –a1

Note:ドライブが仮想ディスクの一部であった場合、ホット スペアに引き継がれて再構築が完了するのを待
ちます。nwradutil.plでアダプタ ステータスを見て、[virtual disk's degraded]が0に戻ったことを確認します。

2. ドライブを特定します。
a. ドライブのLEDの点滅を開始して、物理ドライブを特定します。
/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64-PdLocate-start-physdrv[ENCLOSURE:SLOT] –a1

b. 物理ドライブが見つかったら、ドライブのLEDの点滅を停止します。
/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64-PdLocate-stop-physdrv[ENCLOSURE:SLOT] –a1

3. ドライブを物理的に交換します。

4. アレイと行を取得します。
/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PdGetMissing -a1

前述のコマンドで不足しているディスクが表示されない場合は、ホット スペアを設定する必要があります。
MegaCli]# ./MegaCli64 pdhsp set dedicated array0,1 physdrv[ENCLOSURE:SLOT] a1

手順
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Note:前述のコマンドは例です。コマンドにarray0,1が必ずしも含まれるわけではありません。これは個々
の構成に依存する変数です。アレイは構成に応じて変わります。アレイの例で使用された0および1はデフォ
ルトではありません。数値は、使用しているDACとアプライアンスによって異なります。

ホット スペアとして構成されていないディスクを交換する
交換するディスクが物理情報でU -- Unconfigured、X - Offline、! -Failedと表示される場合、現在は仮想デ
ィスクまたはホット スペアの一部ではありません。

ホット スペアとして構成されていないディスクを交換するには、次の手順を実行します。
1. ディスクをオフラインにします。

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64-PDOffline-PhysDrv[ENCLOSURE:SLOT] –a1
2. 取り外しの準備をします。

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64-PdPrpRmv-physdrv[ENCLOSURE:SLOT] –a1

Note:ドライブが仮想ディスクの一部であった場合、ホット スペアに引き継がれて再構築が完了するのを待
ちます。nwradutil.plでアダプタ ステータスを見て、[virtual disk's degraded]が0に戻ったことを確認します。

3. 再構築の進行状況を表示します。
/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64-PDRbld-ShowProg-PhysDrv[ENCLOSURE:SLOT]a1

Note:交換したディスクがホット スペアの場合は該当しません。

4. ドライブを特定します。
ドライブのLEDの点滅を開始して、物理ドライブを特定します。
/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64-PdLocate-start-physdrv[ENCLOSURE:SLOT] –a1

物理ドライブが見つかったら、ドライブのLEDの点滅を停止します。
/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64-PdLocate-stop-physdrv[ENCLOSURE:SLOT] –a1

5. ドライブを物理的に交換します。
6. アレイと行を取得します。

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PdGetMissing -a1
7. 欠落したドライブを交換します。

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PdReplaceMissing -PhysDrv[ENCLOSURE:SLOT] -Array<N> -row<N> -
a1

8. 再構築の進行状況を表示します。

Note:交換したディスクがホット スペアの場合は該当しません。

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PDRbld -ShowProg -PhysDrv[ENCLOSURE:SLOT] -a1

Note:ディスクが以前はホット スペアだった場合（またはエンクロージャ内にホット スペアが現在しない場
合）は、ホット スペアを構成する必要があります。

手順
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ディスクがS4/S4S/SAアプライアンスの最初のDACから来ている場合、エンクロージャ アフィニティがあるグローバ
ル ホット スペアとして設定します。

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 pdhsp set EnclAffinity physdrv[ENCLOSURE:SLOT] -a1

最初のDACより後のエンクロージャから来たディスクの場合、ホット スペアを専用の仮想ディスクとして構成するこ
とが勧められています。

Note:仮想ディスクの最大2つの再構築（RAID5ボリュームの再構築）が完了するにはかなりの時間がかかる
場合があります。

手順
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