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メンテナンス

IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したDS224CまたはDS212C

ディスクシェルフのディスクドライブのホットスワップ

DS224C または DS212C ディスクシェルフでは、障害が発生したディスクドライブをホ
ットスワップできます。

作業を開始する前に

• 取り付けるディスクドライブが、 DS224C または DS212C ディスクシェルフでサポートされている必要
があります。

https://["NetApp Hardware Universe の略"]

• システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、テ
クニカルサポートにお問い合わせください。

• 取り外すディスクドライブは、障害状態でなければなりません。

「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、ディスクドライブが障害状態であることを確認でき
ます。障害ディスクドライブは、障害ディスクドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、
少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。

ディスクドライブのタイプや容量によっては、障害ディスクドライブのリストに表示され
るまでに数時間かかることがあります。

• Self-Encrypting Disk （ SED ；自己暗号化ディスク）を交換する場合は、使用している ONTAP のバージ
ョンに対応する ONTAP のマニュアルに記載されている交換手順に従う必要があります。

ONTAP のドキュメントには、 SED の交換前と交換後に実行する必要がある手順も記載されています。

https://["CLI での NetApp Encryption の概要"]

このタスクについて

• 静電放電（ ESD ）を発生させないように、次の手順を実行してください。

◦ 取り付け準備ができるまで、ディスクドライブを ESD バッグに入れたままにしておきます。

◦ ESD バッグを手で開けるか、バッグの上部をハサミで切り落とします。

ESD バッグに金属製の工具やナイフを入れないでください。

◦ 作業中は常に ESD リストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されてい
ない表面部分にリストストラップを接地させます。

リストストラップがない場合は、ディスクドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャー
シの塗装されていない部分を手で触ります。

• ディスクドライブは、次の手順に従って慎重に扱う必要があります。
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◦ ディスクドライブの取り外し、取り付け、持ち運びは、必ず両手で行ってください。

ディスクドライブキャリアの下側のむき出しになっている基板に手を置かないでくださ
い。

◦ ディスクドライブは表面が柔らかい場所に置き、ディスクドライブ同士を重ねないようにしてくださ
い。

◦ ディスクドライブをほかの物にぶつけないように注意してください。

• ディスクドライブを磁気デバイスの近くに置かないでください。

磁場によってディスクドライブに保存されているすべてのデータが破損したり、ディスク
ドライブの回路が故障し、原因が修理不可能となる場合があります。

• ディスクをホットスワップする前に、 Disk Qualification Package （ DQP ）の最新バージョンをインスト
ールしておくことを推奨します。

DQP の最新バージョンをインストールしておくと、システムが新しく認定されたディスクドライブを認
識して使用できるため、ディスクドライブの情報が最新でない場合に表示されるシステムイベントメッセ
ージを回避できます。また、ディスクドライブが認識されないために発生するディスクのパーティショニ
ングも回避できます。さらに、ディスクドライブのファームウェアが最新でない場合も、通知で知ること
ができます。

https://["ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"^]

• 新しいディスクシェルフ、シェルフ FRU コンポーネント、または SAS ケーブルを追加する前に、お使い
のシステムのディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアとディスクドライブファームウェアを最新バー
ジョンにしておくことを推奨します。

ファームウェアの最新バージョンは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

https://["ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"]

https://["ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"]

• 新しいディスクドライブのファームウェアが最新バージョンでない場合は、自動的に（無停止で）更新さ
れます。

ディスクドライブのファームウェアのチェックは 2 分ごとに実行されます。

• 影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケ
ーション（青色の） LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name

_led-status on

ディスクシェルフにはロケーション LED が 3 つあります。オペレータ用ディスプレイパネルに 1 つと、
各 IOM12 モジュールに 1 つです。ロケーション LED は 30 分間点灯します。点灯を中止するには、同じ
コマンドを off オプションに変更して入力します。

• オペレータ用ディスプレイパネルと FRU コンポーネントにあるディスクシェルフ LED の場所と、それら
の LED が示す意味については、ディスクシェルフ LED の監視に関する項を参照してください。

手順
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1. 交換用ディスクドライブのディスク所有権を手動で割り当てる場合は、自動ドライブ割り当てを無効にす
る必要があります。無効になっている場合は次の手順に進みます。

スタック内のディスクドライブが HA ペアの両方のコントローラで所有されている場合
は、ディスク所有権を手動で割り当てる必要があります。

ディスク所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順でドライブの自動割り当
てを再度有効にします。

a. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show 」

HA ペアを使用している場合、このコマンドはどちらのコントローラのコンソールでも入力できます。

自動ドライブ割り当てが有効になっている場合 ' 出力の Auto Assign 列には on （各コントローラ）と表示
されます

a. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は、無効にする必要があります。「 storage disk option

modify -node _node_name -autoassign off 」

HA ペアの場合、両方のコントローラで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

2. 自身の適切な接地対策を行います

3. 新しいディスクドライブを開封し、ディスクシェルフの近くの平らな場所に置きます。

梱包材は、障害が発生したディスクドライブを返却するときのためにすべて保管しておいてください。

ネットアップでは、返却されたすべてのディスクドライブを ESD 対応バッグに入れておく
必要があります。

4. システムコンソールの警告メッセージと、ディスクドライブの警告（黄色） LED から、障害が発生した
ディスクドライブを物理的に特定します。

障害が発生したディスクドライブのアクティビティ（緑色） LED は点灯する（ディスクド
ライブに電力が供給されている）ことはありますが、点滅する（ I/O アクティビティ）こと
はありません。障害が発生したディスクドライブには I/O アクティビティはありません。

5. ディスクドライブの前面にあるリリースボタンを押し、カムハンドルを最大まで開いて、ディスクドライ
ブをミッドプレーンから外します。

リリースボタンを押すと、ディスクドライブのカムハンドルが部分的に開きます。

DS212C ディスクシェルフのディスクドライブは横に配置され、リリースボタンはディス
クドライブ前面の左側にあります。DS224C ディスクシェルフのディスクドライブは縦に
配置され、リリースボタンはディスクドライブ前面の上部にあります。

以下は、 DS212C ディスクシェルフのディスクドライブを示しています。
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次の図は、 DS224C ディスクシェルフのディスクドライブを示しています。

6. ディスクドライブを少し引き出してディスクを安全にスピンダウンさせ、その後ディスクシェルフからデ
ィスクドライブを取り外します。

HDD が安全にスピンダウンするまでに最大 1 分かかることがあります。

ディスクドライブを扱うときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してくださ
い。

7. カムハンドルを開いた状態で両手を使用して、交換用ディスクドライブをディスクシェルフに挿入し、デ
ィスクドライブが停止するまでしっかりと押し込みます。

新しいディスクドライブは、 10 秒以上待ってから挿入してください。これにより、システ
ムはディスクドライブが取り外されたことを認識できます。

ディスクキャリアの下側のむき出しになっているディスクドライブ基板に手を置かないで
ください。

8. ディスクドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンド
ルを閉じます。

カムハンドルは、ディスクドライブの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。
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9. 別のディスクドライブを交換する場合は、手順 3~8 を繰り返します。

10. ディスクドライブのアクティビティ（緑色） LED が点灯していることを確認します。

ディスクドライブのアクティビティ LED が緑色に点灯しているときは、ディスクドライブに電力が供給
されています。ディスクドライブのアクティビティ LED が点滅しているときは、ディスクドライブに電
力が供給されていて、 I/O が実行中です。ディスクドライブのファームウェアが自動的に更新されている
間は、 LED が点滅します。

11. 手順 1 でドライブの自動割り当てを無効にした場合は、ディスク所有権を手動で割り当ててから、必要に
応じてドライブの自動割り当てを再度有効にします。

a. 所有権が未設定のディスクをすべて表示します：「 storage disk show -container-type unassigned 」

b. 各ディスクを割り当てます：「 storage disk assign -disk disk_name -owner_owner_name_` 」

ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のディスクを割り当てることができます。

c. 必要に応じて、自動ドライブ割り当てを再度有効にします。「 storage disk option modify -node

_node_name — autoassign on 」

HA ペアの場合、両方のコントローラで自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

12. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

テクニカルサポートにお問い合わせください https://["ネットアップサポート"]RMA 番号を確認する場合
や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-

123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡くださ
い。

IOM12 / IOM12Bモジュールを使用するDS460Cディスクシェル
フのディスクドライブのホットスワップ

DS460C ディスクシェルフ内の障害が発生したディスクドライブをホットスワップする
ことができます。

作業を開始する前に

• 交換用ディスクドライブが DS460C ディスクシェルフでサポートされている必要があります。

https://["NetApp Hardware Universe の略"]

• システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、テ
クニカルサポートにお問い合わせください。

• 取り外すディスクドライブは、障害状態でなければなりません。

「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、ディスクドライブが障害状態であることを確認でき
ます。障害ディスクドライブは、障害ディスクドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、
少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。

ディスクドライブのタイプや容量によっては、障害ディスクドライブのリストに表示され
るまでに数時間かかることがあります。
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• Self-Encrypting Disk （ SED ；自己暗号化ディスク）を交換する場合は、使用している ONTAP のバージ
ョンに対応する ONTAP のマニュアルに記載されている交換手順に従う必要があります。

ONTAP のドキュメントには、 SED の交換前と交換後に実行する必要がある手順も記載されています。

https://["CLI での NetApp Encryption の概要"]

このタスクについて

• 静電放電（ ESD ）を発生させないように、次の手順を実行してください。

◦ 取り付け準備ができるまで、ディスクドライブを ESD バッグに入れたままにしておきます。

◦ ESD バッグを手で開けるか、バッグの上部をハサミで切り落とします。

ESD バッグに金属製の工具やナイフを入れないでください。

◦ 作業中は常に ESD リストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されてい
ない表面部分にリストストラップを接地させます。

リストストラップがない場合は、ディスクドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャー
シの塗装されていない部分を手で触ります。

• ディスクドライブは、次の手順に従って慎重に扱う必要があります。

◦ ディスクドライブの取り外し、取り付け、持ち運びは、必ず両手で行ってください。

ディスクドライブキャリアの下側のむき出しになっている基板に手を置かないでくださ
い。

◦ ディスクドライブは表面が柔らかい場所に置き、ディスクドライブ同士を重ねないようにしてくださ
い。

◦ ディスクドライブをほかの物にぶつけないように注意してください。

• ディスクドライブを磁気デバイスの近くに置かないでください。

磁場によってディスクドライブに保存されているすべてのデータが破損したり、ディスク
ドライブの回路が故障し、原因が修理不可能となる場合があります。

• ディスクをホットスワップする前に、 Disk Qualification Package （ DQP ）の最新バージョンをインスト
ールしておくことを推奨します。

DQP の最新バージョンをインストールしておくと、システムが新しく認定されたディスクドライブを認
識して使用できるため、ディスクドライブの情報が最新でない場合に表示されるシステムイベントメッセ
ージを回避できます。また、ディスクドライブが認識されないために発生するディスクのパーティショニ
ングも回避できます。さらに、ディスクドライブのファームウェアが最新でない場合も、通知で知ること
ができます。

https://["ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"^]

• 新しいディスクシェルフ、シェルフ FRU コンポーネント、または SAS ケーブルを追加する前に、お使い
のシステムのディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアとディスクドライブファームウェアを最新バー
ジョンにしておくことを推奨します。

6



ファームウェアの最新バージョンは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

https://["ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"]

https://["ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"]

• 新しいディスクドライブのファームウェアが最新バージョンでない場合は、自動的に（無停止で）更新さ
れます。

ディスクドライブのファームウェアのチェックは 2 分ごとに実行されます。

• 影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケ
ーション（青色の） LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name

_led-status on

ディスクシェルフにはロケーション LED が 3 つあります。オペレータ用ディスプレイパネルに 1 つと、
各 IOM12 モジュールに 1 つです。ロケーション LED は 30 分間点灯します。点灯を中止するには、同じ
コマンドを off オプションに変更して入力します。

• オペレータ用ディスプレイパネルと FRU コンポーネントにあるディスクシェルフ LED の場所と、それら
の LED が示す意味については、ディスクシェルフ LED の監視に関する項を参照してください。

• DS460C ドライブシェルフにはドライブドロワーが 5 つあり（上から順にドロワー 1~5 ）、各ドロワー
にドライブスロット 12 個あります。

• 次の図は、シェルフ内の各ドライブドロワーにおける 0~11 のドライブ番号の配置を示しています。
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手順

1. 交換用ディスクドライブのディスク所有権を手動で割り当てる場合は、自動ドライブ割り当てを無効にす
る必要があります。無効になっている場合は次の手順に進みます。

スタック内のディスクドライブが HA ペアの両方のコントローラで所有されている場合
は、ディスク所有権を手動で割り当てる必要があります。

ディスク所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順でドライブの自動割り当
てを再度有効にします。

a. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show 」

HA ペアを使用している場合、このコマンドはどちらのコントローラのコンソールでも入力できます。

自動ドライブ割り当てが有効になっている場合 ' 出力の Auto Assign 列には on （各コントローラ）と表示
されます

a. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は、無効にする必要があります。「 storage disk option

modify -node _node_name -autoassign off 」

HA ペアの場合、両方のコントローラで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

2. 自身の適切な接地対策を行います

3. 新しいディスクドライブを開封し、ディスクシェルフの近くの平らな場所に置きます。

梱包材は、障害が発生したディスクドライブを返却するときのためにすべて保管しておいてください。

ネットアップでは、返却されたすべてのディスクドライブを ESD 対応バッグに入れておく
必要があります。

4. システムコンソールの警告メッセージと、ドライブドロワーで点灯している黄色の警告 LED から、障害
が発生したディスクドライブを特定します。
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2.5 インチおよび 3.5 インチ SAS ドライブキャリアには LED がありません。代わりに、ドライブドロワ
ーの警告 LED を見て、どのドライブに障害が発生したかを確認する必要があります。

ドライブドロワーの警告 LED （黄色）が点滅し、正しいドライブドロワーを開いて交換が必要なドライ
ブを特定できます。

ドライブドロワーの警告 LED は各ドライブの前面左側にあり、 LED のすぐ後ろのドライブハンドルに警
告シンボルが付いています。

5. 障害ドライブを収容しているドロワーを開きます。

a. 両方のレバーを引いてドライブドロワーを外します。

b. 伸ばしたレバーを使用して、ドライブドロワーを停止するところまで慎重に引き出します。

c. ドライブドロワーの上部を見て、各ドライブの前面のドロワーにある警告 LED を確認します。

6. 開いたドロワーから障害ドライブを取り外します。

a. 取り外すドライブの前面にあるオレンジのリリースラッチをそっと引いて戻します。

オレンジのリリースラッチ

a. カムハンドルを開き、ドライブを少し持ち上げます。

b. 30 秒待ちます。
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c. カムハンドルをつかんでシェルフからドライブを持ち上げます。

d. 近くに磁場がない、静電気防止処置を施したやわらかい場所にドライブを置きます。

7. 交換用ドライブをドロワーに挿入します。

a. 新しいドライブのカムハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。

b. ドライブキャリアの両側にある 2 つの突起ボタンをドライブドロワーのドライブチャネルにある対応
するくぼみに合わせます。
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ドライブキャリアの右側の突起ボタン

c. ドライブを真上から下ろし、ドライブがオレンジのリリースラッチの下に完全に固定されるまでカム
ハンドルを下に回転させます。

d. ドライブドロワーをエンクロージャに慎重に戻します。

* データアクセスが失われる可能性： * ドロワーを乱暴に扱わないように注意してくださ
い。ドロワーに衝撃を与えたり、ストレージアレイにぶつけて破損したりしないように、
ゆっくりと押し込んでください。
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a. 両方のレバーを内側に押してドライブドロワーを閉じます。

交換したドライブが正しく挿入されていれば、ドライブドロワーの前面にある緑のアクティビティ
LED が点灯します。

8. 別のディスクドライブを交換する場合は、手順 4~7 を繰り返します。

9. 交換したドライブのアクティビティ LED と警告 LED を確認します。

LED ステータス 説明

アクティビティ LED が点灯また
は点滅し、警告 LED が消灯して
いる

新しいドライブは正常に動作しています。

アクティビティ LED は消灯 ドライブが正しく取り付けられていない可能性があります。ドライブ
を取り外し、 30 秒待ってから再度取り付けてください。

警告 LED が点灯しています 新しいドライブが故障している可能性があります。別の新しいドライ
ブと交換してください。

最初にドライブを挿入したときに警告 LED が点灯する
ことがありますが、問題がなければ 1 分以内に消灯し
ます。

10. 手順 1 でディスク所有権の自動割り当てを無効にした場合は、ディスク所有権を手動で割り当ててから、
必要に応じてディスク所有権の自動割り当てを再度有効にします。

a. 所有権が未設定のディスクをすべて表示します：「 storage disk show -container-type unassigned 」

b. 各ディスクを割り当てます：「 storage disk assign -disk disk_name -owner_owner_name_` 」

ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のディスクを割り当てることができます。

c. 必要に応じてディスク所有権の自動割り当てを再度有効にします「 storage disk option modify -node

_node_name _-autoassign on 」

HA ペアの場合、両方のコントローラでディスク所有権の自動割り当てを再度有効にする必要がありま
す。

11. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

テクニカルサポートにお問い合わせください https://["ネットアップサポート"]RMA 番号を確認する場合
や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-

123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡くださ
い。
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DS460Cディスクシェルフ内のドライブドロワーをIOM12 /

IOM12Bモジュールと交換します

シェルフのドライブドロワーを交換するには、ストレージシステム全体（HAペア）を停
止する必要があります。これにより、シェルフ上にデータアグリゲートを保持した
り、HAペアを常時稼働させたりすることができます。 そのためには、ディスクドライ
ブにあるデータアグリゲートからすべてのデータを移動し、データアグリゲートをオフ
ラインにして削除する必要があります。ただし、シェルフにルートアグリゲートが含ま
れる場合は、HAペアを停止する必要があります。

作業を開始する前に

この手順に必要な項目は次のとおりです。

• 静電気防止手段

* ハードウェアの破損の可能性： * 静電気によるドライブシェルフの破損を防ぐために、ド
ライブシェルフ部品を扱うときは、必ず静電気防止処置を適切に行ってください。

• 交換用ドライブドロワー

• 交換用の左右 2 つのケーブルチェーン

• 懐中電灯

このタスクについて

• DCMドライブドロワーやDCM2ドライブドロワーを搭載したこの 手順 環境 シェルフ（シェルフに
は、IOM12モジュールを2台またはIOM12Bモジュールを2台配置することもできます）。

DCMまたはDCM2ドライブドロワーに障害が発生した場合’DCMまたはDCM2ドライブドロワーを受け取
って交換します

故障したドライブドロワーを交換すると、シェルフにIOM12モジュールと任意の数のDCM2ド
ライブドロワーが混在することになります。 IOM12モジュールには、DCM2ドライブドロワー
をサポートするバージョンのFWが必要なため、IOM12 FWをバージョン0300以降にアップグレ
ードする必要があります。

IOM12 FWのアップグレードは、ドライブドロワーの交換前または交換後に実行できます。こ
の手順 では、ドロワーの交換用手順 の準備の一環としてファームウェアをアップグレードしま
す。

• DCMドライブドロワーとDCM2ドライブドロワーは’次のように見えます

DCMドライブドロワーは次のようになります。
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DCM2ドライブ・ドロワーは青色のストライプとDCM2ラベルで識別されています

ドライブドロワーを交換する準備をします

ドライブドロワーを交換する前に、必要に応じてIOM12ファームウェアを更新し、HAペアを停止してデータ
アグリゲートをシェルフに保持するか、HAペアを常時稼働させておくかを選択する必要があります。 そのた
めには、ディスクドライブにあるデータアグリゲートからすべてのデータを移動し、データアグリゲートをオ
フラインにして削除する必要があります。ただし、シェルフにルートアグリゲートが含まれる場合は、HAペ
アを停止する必要があります。最後に、シェルフの電源をオフにする必要があります。

手順

1. 障害が発生したドライブドロワーを交換すると’IOM12モジュールと任意の数のDCM2ドライブドロワーが
シェルフに搭載されるかどうかを確認します

2. シェルフにIOM12モジュールと任意の数のDCM2ドライブ・ドロワーが混在する場合は’IOM12 FWをバー
ジョン0300以降にアップグレードする必要がありますそれ以外の場合は’次の手順に進みます

ファームウェアの最新バージョンは、ネットアップサポートサイトで入手できます。
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https://["ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"]

3. HAペアのどちらかのコントローラのルートアグリゲートがシェルフに含まれている場合、またはHAペア
を停止する（HAペアを起動して実行しない）場合は、次の手順を実行します。それ以外の場合は、次の
手順に進みます。

HAペアを停止するときは、データアグリゲートをシェルフに配置したままにすることがで
きます。

a. HAペアの両方のコントローラを停止します。

b. ストレージシステムコンソールを確認して、HAペアが停止したことを確認します。

c. シェルフの電源をオフにします。

d. セクションに移動します。 [ケーブルチェーンを取り外します]。

4. HAペアを常に稼働状態にしておく場合は、次の手順を実行します。

ディスクシェルフのアグリゲートにドロワーを交換しようとすると、原因 でシステムが停
止し、複数のディスクがパニック状態になることがあります。

a. ディスクドライブにあるデータアグリゲートからすべてのデータを移動します。

データには、ボリュームやLUNが含まれますが、これらに限定されません。

b. アグリゲートをオフラインにして削除し、ディスクドライブをスペアとして使用できるようにしま
す。

コマンドはどちらのコントローラのクラスタシェルからも入力できます。

storage aggregate offline-aggregate_aggregate_name_`を指定します

storage aggregate delete -aggregate aggregate_name`

c. ディスクドライブにアグリゲートがない（スペアである）ことを確認します。

i. いずれかのコントローラのクラスタシェルで次のコマンドを入力します。「 storage disk show

-shelf_shelf_number _ 」

ii. 出力をチェックして、ディスクドライブがスペアであることを確認します。

スペアのディスク・ドライブは' Container Type列にspareと表示されます

シェルフ内のディスク・ドライブに障害が発生した場合は' Container Type列にbrokenと表
示されます

a. シェルフの電源をオフにします。

ケーブルチェーンを取り外します

DS460C ドライブシェルフの各ドライブドロワーの左右のケーブルチェーンは、ドロワーの出し入れに使用ま
す。ドライブドロワーを取り外す前に、両方のケーブルチェーンを取り外す必要があります。
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作業を開始する前に

• これでが完了です [ドライブドロワーを交換する準備をします] HAペアが停止されているか、ディスクド
ライブにあるデータアグリゲートのすべてのデータを移動し、ディスクドライブをスペアにするためにデ
ータアグリゲートをオフラインにして削除した状態にする手順です。

• シェルフの電源をオフにしておきます。

• 次のものを用意します。

◦ 静電気防止手段

* ハードウェアの破損の可能性： * 静電気によるシェルフの破損を防ぐために、シェル
フ部品を扱うときは、必ず静電気防止処置を適切に行ってください。

◦ 懐中電灯

このタスクについて

各ドライブドロワーに左右 2 つのケーブルチェーンがあります。ケーブルチェーンの金属製の両端をエンク
ロージャ内部の対応する水平ガイドレールと垂直ブラケットに沿って次のようにスライドします。

• 左右の垂直ブラケットを使用して、ケーブルチェーンをエンクロージャのミッドプレーンに接続します。

• 左右の水平ブラケットを使用して、ケーブルチェーンを個々のドロワーに接続します。

手順

1. 静電気防止処置を施します。

2. 次のように、ドライブシェルフの背面から、右側のファンモジュールを取り外します。

a. オレンジのタブを押してファンモジュールのハンドルを外します。

次の図は、ファンモジュールのハンドルを伸ばして左側のオレンジのタブから外した状態を示してい
ます。
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ファンモジュールハンドル

a. ハンドルを使用してファンモジュールをドライブシェルフから引き出し、脇に置きます。

3. 5 つのケーブルチェーンのうち、どのケーブルチェーンを取り外すかを決定します。

次の図は、ファンモジュールを取り外したドライブシェルフの右側を示しています。ファンモジュールを
取り外してあるので、 5 つのケーブルチェーンと各ドロワーの垂直コネクタおよび水平コネクタを確認で
きます。ドライブドロワー 1 を例に説明します。
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ケーブルチェーン

垂直コネクタ（ミッドプレーンに接続）

水平コネクタ（ドライブドロワーに接続）

一番上のケーブルチェーンがドライブドロワー 1 に接続され、一番下のケーブルチェーンがドライブドロ
ワー 5 に接続されています。

4. 右側のケーブルチェーンを指で左に動かします。

5. 次の手順に従って、対応する垂直ブラケットから右側のケーブルチェーンを取り外します。

a. 懐中電灯で内部を照らし、エンクロージャの垂直ブラケットに接続されているケーブルチェーン先端
のオレンジのリングの位置を確認します。
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垂直ブラケットのオレンジのリング

a. オレンジのリングの中央を軽く押し、ケーブルの左側をエンクロージャから引き出して、ミッドプレ
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ーンに接続されている垂直コネクタを外します。

b. ケーブルチェーンを取り外すには、指を約 2.5cm （ 1 インチ）手前に慎重に引きます。ただし、ケー
ブルチェーンコネクタは垂直ブラケット内に残しておきます。

6. ケーブルチェーンのもう一方の端を取り外す手順は、次のとおりです。

a. 懐中電灯で内部を照らし、エンクロージャの水平ブラケットに取り付けられているケーブルチェーン
先端のオレンジのリングの位置を確認します。

次の図は、右側の水平コネクタとケーブルチェーンを外し、左側を途中まで引き出した状態を示して
います。
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水平ブラケットのオレンジのリング

ケーブルチェーン
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a. オレンジのリングに指をそっと差し込みます。

この図では、水平ブラケットのオレンジのリングを押し下げて、ケーブルチェーンの残りの部分をエ
ンクロージャから引き出せる状態になっています。

b. 指を手前に引いてケーブルチェーンを抜きます。

7. ケーブルチェーン全体をドライブシェルフから慎重に引き出します。

8. ドライブシェルフの背面から、左側のファンモジュールを取り外します。

9. 左のケーブルチェーンを垂直ブラケットから取り外す手順は、次のとおりです。

a. 懐中電灯で内部を照らし、垂直ブラケットに取り付けられているケーブルチェーン先端のオレンジの
リングの位置を確認します。

b. オレンジのリングに指を差し込みます。

c. ケーブルチェーンを取り外すには、指を約 2.5cm （ 1 インチ）手前に引きます。ただし、ケーブルチ
ェーンコネクタは垂直ブラケット内に残しておきます。

10. 左のケーブルチェーンを水平ブラケットから外し、ケーブルチェーン全体をドライブシェルフから引き出
します。

ドライブドロワーを取り外します

左右のケーブルチェーンを取り外したら、ドライブシェルフからドライブドロワーを取り外すことができま
す。ドライブドロワーを取り外すときは、ドロワーを途中まで引き出し、ドライブを取り外し、ドライブドロ
ワーを取り外します。

作業を開始する前に

• ドライブドロワーの左右のケーブルチェーンを取り外しておきます。

• 左右のファンモジュールを元に戻しておきます。

手順

1. ドライブシェルフの前面からベゼルを取り外します。

2. 両方のレバーを引いてドライブドロワーを外します。

3. 伸ばしたレバーを使用して、ドライブドロワーを停止するところまで慎重に引き出します。ドライブドロ
ワーをドライブシェルフから完全には取り外さないでください。

4. ドライブをドライブドロワーから取り外します。

a. 各ドライブの前面中央にあるオレンジのリリースラッチをそっと引いて戻します。次の図は、各ドラ
イブのオレンジのリリースラッチを示しています。
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b. ドライブのハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。

c. ハンドルをつかんでドライブドロワーからドライブを持ち上げます。
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d. ドライブを磁気デバイスとは別の、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

* データアクセスが失われる可能原因性： * 磁場によってドライブに保存されているす
べてのデータが破損したり、ドライブの回路が故障し、修理不可能となる場合がありま
す。データアクセスの喪失やドライブの破損を防ぐために、ドライブは磁気デバイスに
近づけないでください。

5. ドライブドロワーを取り外すには、次の手順を実行します。

a. ドライブドロワーの両側にあるプラスチック製のリリースレバーの位置を確認します。

ドライブドロワーのリリースレバー
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a. ラッチを手前に引いて両方のリリースレバーを開きます。

b. 両方のリリースレバーを押さえながら、ドライブドロワーを手前に引き出します。

c. ドライブドロワーをドライブシェルフから取り外します。

ドライブドロワーを取り付けます

ドライブドロワーをドライブシェルフに取り付けるときは、ドロワーを空いているスロットに挿入し、ドライ
ブを取り付け、前面ベゼルを再度取り付けます。

作業を開始する前に

• 次のものを用意します。

◦ 交換用ドライブドロワー

◦ 懐中電灯

手順

1. ドライブシェルフの前面から、空いているドロワースロットを懐中電灯で照らし、そのスロットのロック
つまみの位置を確認します。

ロックつまみは、一度に複数のドライブドロワーを開くことを防ぐための安全装置です。

ロックつまみ

ドロワーガイド
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2. 交換用ドライブドロワーを空きスロットの前面のやや右寄りの位置に合わせます。

ドロワーをやや右寄りの位置に合わせると、ロックつまみとドロワーガイドの位置が正しく揃います。

3. ドライブドロワーをスロットにスライドし、ドロワーガイドがロックつまみの下に滑り込むように押しま
す。

* 機器の破損のリスク： * ドロワーガイドをロックつまみの下に滑り込ませないと破損する
ことがあります。

4. ラッチが固定されるまで、ドライブドロワーを慎重に押し込みます。

* 機器の破損のリスク： * ドライブドロワーを押してもうまく入っていかないときは、いっ
たん押すのを中止し、ドロワーの前面にあるリリースレバーを使ってドロワーを引き出し
ます。次に、ドロワーをスロットに挿入し直し、ドロワーがスムーズにスライドすること
を確認します。

5. ドライブドロワーにドライブを再取り付けするには、次の手順を実行します。

a. ドライブドロワーの前面にある両方のレバーを引いてドロワーを外します。

b. 伸ばしたレバーを使用して、ドライブドロワーを停止するところまで慎重に引き出します。ドライブ
ドロワーをドライブシェルフから完全には取り外さないでください。

c. 取り付けるドライブで、ハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。

d. ドライブの両側にある 2 つの突起ボタンをドロワーのくぼみに合わせます。

次の図は、ドライブの右側の突起ボタンの位置を示したものです。
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ドライブの右側の突起ボタン。

e. ドライブを真上から下ろし、ドライブが完全に固定されるまでドライブのハンドルを下に回転させま
す。

シェルフに空きがある場合、つまりドライブを再取り付けするドロワーのドライブ数がサポートされ
る12本よりも少ない場合は、最初の4本のドライブを前面スロット（0、3、6、および9）に取り付け
ます。

*機器の故障のリスク：*通気が適切に行われ、過熱を防ぐために、必ず最初の4つのド
ライブをフロントスロット（0、3、6、9）に取り付けてください。
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a. 同じ手順を繰り返して、すべてのドライブを取り付けます。

6. ドロワーを外側に押して両方のレバーを閉じ、スライドしてドライブシェルフに戻します。

* 機器の故障のリスク： * 両方のレバーを押してドライブドロワーを完全に閉じてくださ
い。適切な通気を確保して過熱を防ぐために、ドライブドロワーを完全に閉じる必要があ
ります。

7. ドライブシェルフの前面にベゼルを取り付けます。

ケーブルチェーンを取り付けます

ドライブドロワーを取り付ける最後の手順では、交換用の左右のケーブルチェーンをドライブシェルフに取り
付けます。ケーブルチェーンを取り付けるときは、ケーブルチェーンを取り外したときと逆の順序で作業しま
す。チェーンの水平コネクタをエンクロージャの水平ブラケットに挿入してから、チェーンの垂直コネクタを
エンクロージャの垂直ブラケットに挿入する必要があります。

作業を開始する前に

• ドライブドロワーとすべてのドライブを交換しておきます。

• 「 LEFT 」および「 RIGHT 」というマークが付いた 2 つの交換用ケーブルチェーンを用意しておきます
（ドライブドロワーの横の水平コネクタにあります）。
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コールアウト ケーブルチェーン コネクタ に接続します

左 垂直（ Vertical ） ミッドプレーン

左 水平（ Horizontal ） ドライブドロワー
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コールアウト ケーブルチェーン コネクタ に接続します

権利 水平（ Horizontal ） ドライブドロワー

権利 垂直（ Vertical ） ミッドプレーン

手順

1. 左のケーブルチェーンを取り付ける手順は、次のとおりです。

a. 左側のケーブルチェーンの水平コネクタと垂直コネクタ、およびエンクロージャ内部の対応する水平
ガイドレールと垂直ブラケットの位置を確認します。

b. ケーブルチェーンの両方のコネクタを対応するブラケットに合わせます。

c. ケーブルチェーンの水平コネクタを水平ブラケットのガイドレールの下にスライドさせ、できるだけ
奥まで押し込みます。
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この図は、エンクロージャ内の 2 番目のドライブドロワーの左側にあるガイドレールを示してい
ます。

ガイドレール
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◦ 機器の故障のリスク： * コネクタはブラケットのガイドレールの下に差し込んでスライ
ドしてください。コネクタがガイドレールの上に載った状態になっていると、システム
の運用時に問題が発生する可能性があります。

a. 左のケーブルチェーンの垂直コネクタを垂直ブラケットに沿ってスライドします。

b. ケーブルチェーンの両端を再接続したあと、ケーブルチェーンを軽く引っ張って、両方のコネクタが
固定されていることを確認します。

▪ 機器の故障のリスク： * コネクタが固定されていないと、ドロワーの動作中にケー
ブルチェーンが緩む可能性があります。

2. 左側のファンモジュールを再度取り付けます。

3. 次の手順に従って、適切なケーブルチェーンを再度取り付けます。

a. ケーブルチェーンの水平コネクタと垂直コネクタ、およびエンクロージャ内部の対応する水平ガイド
レールと垂直ブラケットの位置を確認します。

b. ケーブルチェーンの両方のコネクタを対応するブラケットに合わせます。

c. ケーブルチェーンの水平コネクタを水平ブラケットのガイドレールの下にスライドさせ、できるだけ
奥まで押し込みます。

▪ 機器の故障のリスク： * コネクタはブラケットのガイドレールの下に差し込んでス
ライドしてください。コネクタがガイドレールの上に載った状態になっていると、
システムの運用時に問題が発生する可能性があります。

d. 右のケーブルチェーンの垂直コネクタを垂直ブラケットに沿ってスライドします。

e. ケーブルチェーンの両端を再接続したら、ケーブルチェーンを軽く引っ張って、両方のコネクタが固
定されていることを確認します。

▪ 機器の故障のリスク： * コネクタが固定されていないと、ドロワーの動作中にケー
ブルチェーンが緩む可能性があります。

4. 右側のファンモジュールを再度取り付けます。

5. 電源を再投入します。

a. ドライブシェルフの両方の電源スイッチをオンにします。

b. 両方のファンが稼働し、ファンの背面にある黄色の LED が消灯していることを確認します。

6. HAペアを停止した場合は、両方のコントローラでONTAP をブートします。停止していない場合は、次の
手順に進みます。

7. シェルフからデータを移動してデータアグリゲートを削除した場合、シェルフ内のスペアディスクをアグ
リゲートの作成または拡張に使用できるようになりました。

https://["アグリゲートの作成ワークフロー"]

https://["アグリゲートの拡張ワークフロー"]
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DS460Cディスクシェルフ内のファンモジュールをIOM12 /

IOM12Bモジュールと交換します

各 DS460C ドライブシェルフには、 2 つのファンモジュールが含まれています。ファン
モジュールで障害が発生した場合は、シェルフの冷却が適切に行われるように、できる
だけ早く交換する必要があります。障害が発生したファンモジュールを取り外すとき
に、ディスクシェルフの電源をオフにする必要はありません。

このタスクについて

システムの過熱を防ぐため、ファンモジュールの取り外しと交換は必ず 30 分以内に行ってください。

手順

1. 静電気防止処置を施します。

2. 新しいファンモジュールを開封し、シェルフの近くの平らな場所に置きます。

梱包材は、障害が発生したファンを返送するときのためにすべて保管しておいてください。

3. ディスクシェルフの背面から、警告 LED を確認して、取り外す必要があるファンモジュールを特定しま
す。

交換する必要があるのは、警告 LED が点灯しているファンモジュールです。
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項目 LED 名 状態 説明

注意 黄色で点灯 ファンで障害が発生して
います

4. オレンジのタブを押してファンモジュールのハンドルを外します。
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ファンモジュールのハンドルを外すときに押すタブ

5. ファンモジュールのハンドルをつかんで、ファンモジュールをシェルフから引き出します。
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ファンモジュールを引き出すときに使うハンドル

6. 交換用ファンモジュールをシェルフに完全に挿入し、ファンモジュールハンドルをオレンジのタブで固定
されるまで横に動かします。

7. 新しいファンモジュールの黄色の警告 LED を確認します。

ファンモジュールの交換後、ファンモジュールが正しく取り付けられているかどうかがフ
ァームウェアで確認され、その間は黄色の警告 LED が点灯した状態になります。このプロ
セスが完了すると LED は消灯します。

8. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

テクニカルサポートにお問い合わせください https://["ネットアップサポート"]RMA 番号を確認する場合
は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国
際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。
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IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したシェルフをホットリムー
ブします

IOM12 / IOM12Bモジュールを搭載したディスクシェルフを移動または交換する必要があ
る場合は、電源がオンでI/Oが実行中のシステムからディスクシェルフを無停止でホット
リムーブできます。ホットリムーブでは、ディスクシェルフのスタックから任意のディ
スクシェルフを取り外したり、ディスクシェルフのスタック全体を取り外したりできま
す。

作業を開始する前に

• システムは、マルチパス HA 、マルチパス、クアッドパス HA 、またはクアッドパス構成である必要があ
ります。

AFF A200、AFF A220、FAS2600シリーズ、FAS2700システムなど、オンボードストレージを搭載したプ
ラットフォームでは、外付けストレージがマルチパスHAまたはマルチパス構成でケーブル接続されてい
る必要があります。

外付けストレージがマルチパス接続でケーブル接続されている FAS2600 シリーズシングル
コントローラシステムの場合、内蔵ストレージはシングルパス接続を使用するため、シス
テムは混在パス構成になります。

• システムに SAS ケーブル接続のエラーメッセージが表示されていない必要があります。

Active IQ Config Advisor をダウンロードして実行することで、 SAS ケーブル接続に関するエラーメッセ
ージと対処方法を確認できます。

https://["ネットアップのダウンロード： Config Advisor"]

• HA ペア構成がテイクオーバー状態のときには実行できません。

• 取り外すディスクシェルフのディスクドライブからすべてのアグリゲートを削除しておく必要があります
（ディスクドライブはスペアである必要があります）。

この手順を取り外すディスクシェルフにアグリゲートが含まれた状態で実行しようとする
と、システムでエラーが発生し、複数のディスクがパニック状態になることがあります。

「 storage aggregate offline -aggregate _aggregate-name _ 」コマンドを実行し、「 storage aggregate

delete -aggregate _aggregate-name _ 」コマンドを実行します。

• スタックからディスクシェルフを取り外す場合は、取り外すディスクシェルフをバイパスする距離を考慮
する必要があります。そのため、現在のケーブルでは長さが足りない場合は、もっと長いケーブルを用意
する必要があります。

このタスクについて

• * ベストプラクティス： * 取り外すディスクシェルフのディスクドライブからアグリゲートを削除したあ
とで、ディスクドライブの所有権を削除することを推奨します。

所有権情報を削除したスペアディスクドライブは、必要に応じて別のノードに適切に統合できます。
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ディスクドライブの所有権を削除する手順では、ディスク所有権の自動割り当てを無効にする
必要があります。ディスク所有権の自動割り当ては、この手順の最後で再度有効にします。

https://["ディスクとアグリゲートの概要"]

• ノードが 3 つ以上の clustered ONTAP システムでは、定期的なメンテナンスを実行していない HA ペアに
イプシロンを再割り当てすることを推奨します。

イプシロンを再割り当てすることで、 clustered ONTAP システムのすべてのノードに影響を及ぼす予測不
可能なエラーの発生リスクを最小限に抑えることができます。次の手順に従って、イプシロンが設定され
ているノードを特定し、必要に応じてイプシロンを再割り当てできます。

a. 特権レベルを advanced に設定します :'set -privilege advanced

b. イプシロンが設定されているノードを特定します cluster show

イプシロンを保持しているノードの Epsilon カラムには true と表示されます（イプシロンが設定され
ていないノードには、「 false 」と表示されます）。

c. メンテナンス中の HA ペアのノードに「 true 」（イプシロンが設定されている）と表示されている場
合は、ノードからイプシロンを削除します。「 cluster modify -node node_name _ -epsilon false

d. 別の HA ペアのノードにイプシロンを割り当てます。 cluster modify -node node_name に -epsilon

true

e. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

• スタックからディスクシェルフをホットリムーブする（スタックは残す）場合は、コントローラとスタッ
クが常にシングルパスで接続されるよう、一度に 1 つずつパス（パス A 、次にパス B ）をケーブルで再
接続して確認し、取り外すディスクシェルフをバイパスします。

スタックをケーブルで再接続して取り外すディスクシェルフをバイパスするときに、コン
トローラとスタック間のシングルパス接続を維持しないと、システムで複数のディスクが
パニック状態になる可能性があります。

• *シェルフの破損の可能性：DS460Cシェルフを取り外し、データセンターの別の場所に移動したり、別の
場所に移動したりする場合は、 [DS460Cシェルフを移動または移動する] この手順 の末尾です。

手順

1. システム構成が「 Multi-Path HA 」、「 Multi-Path 」、「 QuAD PATH HA 」、または「 quad -path 」の
いずれかであることを確認します

このコマンドは、いずれかのコントローラのノードシェルから実行します。システムで検出が完了するま
で、 1 分程度かかる場合があります。

構成は「システムストレージ構成」フィールドに表示されます。

外付けストレージがマルチパス接続でケーブル接続されている FAS2600 シリーズシングル
コントローラシステムの場合、内蔵ストレージはシングルパス接続を使用しているため、
出力は「 mimmired-path 」と表示されます。

2. 取り外すディスクシェルフのディスクドライブにアグリゲートがないこと（スペアであること）、および
所有権が削除されていることを確認します。
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a. いずれかのコントローラのクラスタシェルで次のコマンドを入力します。「 storage disk show

-shelf_shelf_number _ 」

b. 出力をチェックし、取り外すディスクシェルフのディスクドライブにアグリゲートがないことを確認
します。

ディスク・ドライブにアグリゲートがない場合 ' Container Name 列にダッシュが表示されます

c. 出力をチェックし、取り外すディスクシェルフのディスクドライブから所有権が削除されていること
を確認します。

所有権のないディスク・ドライブの場合は ' Owner 列にダッシュが表示されます

取り外すシェルフに障害が発生したディスク・ドライブがある場合は ' Container Type

列に破損しています障害が発生したディスクドライブには所有権がありません。

次の出力は、取り外すディスクシェルフ（ディスクシェルフ 3 ）のディスクドライブが、ディスクシ
ェルフを取り外すための正しい状態にあることを示しています。アグリゲートはすべてのディスクド
ライブから削除されているため、各ディスクドライブの「 Container Name 」列にダッシュが表示さ
れます。所有権もすべてのディスク・ドライブから削除されますしたがって ' 各ディスク・ドライブ
の [Owner] 列にダッシュが表示されます

cluster::> storage disk show -shelf 3

           Usable           Disk   Container   Container

Disk         Size Shelf Bay Type   Type        Name       Owner

-------- -------- ----- --- ------ ----------- ---------- ---------

...

1.3.4           -     3   4 SAS    spare                -         -

1.3.5           -     3   5 SAS    spare                -         -

1.3.6           -     3   6 SAS    broken               -         -

1.3.7           -     3   7 SAS    spare                -         -

...

3. 取り外すディスクシェルフの物理的な位置を確認します。

影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケ
ーション（青色の） LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name

_led-status on

ディスクシェルフにはロケーション LED が 3 つあります。オペレータ用ディスプレイパネ
ルに 1 つと、各 IOM12 モジュールに 1 つです。ロケーション LED は 30 分間点灯しま
す。点灯を中止するには、同じコマンドを off オプションに変更して入力します。

4. ディスクシェルフのスタック全体を取り外す場合は、以下の手順を実行します。それ以外の場合は、次の
手順に進みます。

a. パス A （ IOM A ）とパス B （ IOM B ）のすべての SAS ケーブルを取り外します。

これには、取り外すスタックのすべてのディスクシェルフとコントローラ、およびシェルフ同士を接
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続するケーブルが含まれます。

b. 手順 9. に進みます。

5. スタックから 1 台以上のディスクシェルフを取り外す（スタックは残す）場合は、該当する一連の手順を
実行して、取り外すディスクシェルフを迂回してパス A （ IOM A ）スタックのケーブルをつなぎ直しま
す。

スタックのディスクシェルフを複数取り外す場合は、該当する一連の手順を各ディスクシェルフに対して
実行します。

ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防
ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはま
り、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフ
の場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入しま
す。

取り外す機器 作業

スタックのいずれかの終端にあるディスクシェルフ
（論理上最初または最後のディスクシェルフ）

a. 取り外すディスクシェルフの IOM A ポートから
シェルフ / シェルフ間のケーブルをすべて取り
外し、脇に置きます。

b. 取り外すディスクシェルフの IOM A ポートに接
続されているコントローラ / スタック間のケー
ブルをすべて取り外し、スタック内の次のディ
スクシェルフの同じ IOM A ポートに接続しま
す。

「次の」ディスク・シェルフは、ディスク・シ
ェルフを取り外すスタックのどの終端から取り
外すかに応じて、取り外すディスク・シェルフ
の上または下に配置できます。

スタック A の中間のディスクシェルフのディスク
シェルフは、他のディスクシェルフにのみ接続され
ます。コントローラには接続されません。

a. 取り外すディスクシェルフの IOM A のポート 1

と 2 、またはポート 3 と 4 、および次のディス
クシェルフの IOM A からシェルフ / シェルフ間
のケーブルをすべて取り外し、脇に置きます。

b. 取り外すディスクシェルフの IOM A ポートに接
続されている残りのシェルフ / シェルフ間ケー
ブルを取り外し、スタック内の次のディスクシ
ェルフの同じ IOM A ポートに接続します。「次
の」ディスク・シェルフは ' どの IOM A ポート
（ 1 と 2 または 3 と 4 ）からケーブルを取り
外したかに応じて ' 取り外すディスク・シェル
フの上または下に配置できます

スタックの終端または中間からディスクシェルフを取り外す場合、次のケーブル接続例を参照できます。
ケーブル接続例については、次の点に注意してください。

◦ IOM12 モジュールは、 DS224C または DS212C ディスクシェルフのように横に並べて配置されま
す。 DS460C を使用している場合は、 IOM12 モジュールは縦に並べて配置されます。
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◦ 各例のスタックは、標準のシェルフ / シェルフ間ケーブル接続で接続されています。これは、マルチ
パス HA またはマルチパス接続のスタックで使用されるケーブル接続です。

スタックがクアッドパス HA またはクアッドパス接続でケーブル接続されていて、 2 倍幅シェルフ /

シェルフ間ケーブル接続の場合は、ケーブルの再接続方法を推測してください。

◦ ケーブル接続の例では、パスの 1 つであるパス A （ IOM A ）を再接続する方法を示しています。

パス B （ IOM B ）についても同じ手順を繰り返してください。

◦ スタックの終端からディスクシェルフを取り外すケーブル接続例では、マルチパス HA 接続でケーブ
ル接続された、スタック内の論理上最後のディスクシェルフを取り外す方法を示しています。

スタック内の論理上最初のディスクシェルフを取り外す場合やスタックにマルチパス接続がある場合
は、例をもとにケーブルの再接続方法を推測してください。

6. 取り外すディスクシェルフをバイパスし、パス A （ IOM A ）スタック接続を正しく再確立したことを確
認します。「 storage disk show -port 」

HA ペア構成の場合は、どちらかのコントローラのクラスタシェルからこのコマンドを実行します。シス
テムで検出が完了するまで、 1 分程度かかる場合があります。

出力の最初の 2 行は、パス A とパス B の両方を介して接続されているディスクドライブを示しています
出力の最後の 2 行は、単一パスのパス B を介して接続されているディスクドライブを示しています
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cluster::> storage show disk -port

PRIMARY  PORT SECONDARY      PORT TYPE SHELF BAY

-------- ---- ---------      ---- ---- ----- ---

1.20.0   A    node1:6a.20.0  B    SAS  20    0

1.20.1   A    node1:6a.20.1  B    SAS  20    1

1.21.0   B    -              -    SAS  21    0

1.21.1   B    -              -    SAS  21    1

...

7. 次の手順は、「 storage disk show -port 」コマンドの出力によって異なります。

出力の内容 作業

スタック内のすべてのディスクドライブがパス A

とパス B を介して接続されています。ただし、切
断したディスクシェルフ内のディスクドライブはパ
ス B を介してのみ接続されています

次の手順に進みます。

取り外すディスクシェルフがバイパスされ、スタッ
ク内の残りのディスクドライブにパス A が再確立
されています。

上記以外 手順 5 と 6 を繰り返します。

ケーブル接続を修正する必要があります。

8. （スタック内の）取り外すディスクシェルフに対して、次の手順を実行します。

a. パス B について、手順 5~7 を実行します

スタックを正しくケーブル接続した場合、手順 7 では、パス A とパス B を介して接続
されている残りのディスクドライブのみが表示されます

b. 手順 1 を繰り返して、スタックからディスクシェルフを取り外す前と同じシステム構成であることを
確認します。

c. 次の手順に進みます。

9. この手順の準備作業としてディスクドライブから所有権を削除するときにディスク所有権の自動割り当て
を無効にした場合は、次のコマンドを入力して再度有効にします。それ以外の場合は、次の手順に進みま
す。「 storage disk option modify -autoassign on 」

HA ペア構成の場合は、両方のコントローラのクラスタシェルからこのコマンドを実行します。

10. 切断したディスクシェルフの電源をオフにし、ディスクシェルフから電源コードを抜きます。

11. ラックまたはキャビネットからディスクシェルフを取り外します。

ディスクシェルフを軽くして扱いやすくするために、電源装置と I/O モジュール（ IOM ）を取り外しま
す。

DS460Cディスクシェルフの場合、フル装備のシェルフの重量は112kg（247ポンド）近くになることがあ
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るため、ラックまたはキャビネットからシェルフを取り外すときは、次の点に注意してください。

DS460Cシェルフを安全に移動するためには、リフトハンドルを使用してリフトを使用する
か4人で運搬することを推奨します。

DS460Cの出荷時は、4個の着脱式リフトハンドル（両側に2個）が同梱されています。取っ手を使用する
には、シェルフ側面のスロットにハンドルのタブを挿入し、カチッと音がして所定の位置に収まるまで押
し上げます。次に、ディスクシェルフをレールにスライドさせたら、サムラッチを使用して一度に1組の
ハンドルを外します。次の図は、リフトハンドルを取り付ける方法を示しています。

DS460Cシェルフをデータセンターの別の場所に移動したり、別の場所に移動したりする場合は、次のセ
クションを参照してください。 [DS460Cシェルフを移動または移動する]。

DS460Cシェルフを移動または移動する

DS460Cシェルフをデータセンターの別の部分に移動したり、シェルフを別の場所に移動したりする場合は、
ドライブドロワーやドライブの破損を防ぐために、ドライブドロワーからドライブを取り外す必要がありま
す。

• 新しいシステムの設置時またはシェルフのホットアドの一環としてDS460Cシェルフを設置した場合は、
ドライブのパッケージ化材を保存したあとに、それらを移動する前にドライブを再パッケージ化してくだ
さい。

梱包材を保管していない場合は、ドライブをやわらかい場所に置くか、別のクッション付きのパッケージ
を使用してください。ドライブ同士を積み重ねないでください。

• ドライブを扱う前に、ESDリストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装され
ていない表面部分にリストストラップを接触させます。

リストストラップがない場合は、ドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装され
ていない部分を手で触ります。

• ドライブは、次の手順に従って慎重に扱う必要があります。

◦ 取り外し、取り付け、持ち運びなど、ドライブの重量を支えるときは常に両手で作業してください。

ドライブキャリアの下側のむき出しになっている基板に手を置かないでください。
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◦ ドライブをぶつけないように注意してください。

◦ ドライブを磁気デバイスの近くに置かないでください。

磁場によってドライブに保存されているすべてのデータが破損したり、ドライブの回路
が故障し、原因 が修理不可能となる場合があります。

IOM12 / IOM12Bモジュール/シェルフをIOM12 / IOM12Bモジュ
ールにホットスワップするか交換してください

シェルフIOMに障害が発生した場合に無停止シェルフのIOMホットスワップを実行でき
るか、停止を伴うシェルフのIOM交換が可能かは、システム構成に応じて決まります。

作業を開始する前に

システム内のその他すべてのコンポーネント（他のIOM12 / IOM12Bモジュールを含む）が正常に機能してい
る必要があります。

このタスクについて

• IOM12Bモジュールを搭載したIOM12モジュールとシェルフを使用するこの 手順 環境 シェルフです。

この手順 は、シェルフの IOM のホットスワップや交換に使用されます。つまり、 IOM12

モジュールを別の IOM12 モジュールに交換するか、 IOM12B モジュールを別の IOM12B

モジュールに交換しなければなりません。（シェルフに IOM12 モジュールを 2 台搭載する
ことも、 IOM12B モジュールを 2 つ使用することもできます）

• IOM12モジュールとIOM12Bモジュールは、次のように外観が異なります。

IOM12モジュールは「IOM12」ラベルで識別されます。

IOM12Bモジュールは、青色のストライプと「IOM12B」ラベルで区別されます。

• マルチパス（マルチパスHAまたはマルチパス構成およびクアッドパス（クアッドパスHAまたはクアッド
パス）構成の場合は、電源がオンでデータI/Oを提供中のシステムでシェルフIOMを無停止でホットスワッ
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プできます。

• FAS2600シリーズおよびFAS2700シリーズのシングルパスHA構成の場合は、テイクオーバーとギブバッ
クの処理を実行して、電源がオンでデータを提供中のシステムのシェルフIOMを交換する必要がありま
す。- I/Oが実行中です。

• FAS2600シリーズのシングルパス構成の場合、システムを停止してシェルフIOMを交換する必要がありま
す。

シングルパス接続されたディスクシェルフのシェルフIOMをホットスワップしようとする
と、そのディスクシェルフおよびその下のすべてのディスクシェルフ内のディスクドライ
ブへのアクセスがすべて失われます。システム全体を停止することもできます。

• 新しいディスクシェルフ、シェルフ FRU コンポーネント、または SAS ケーブルを追加する前に、お使い
のシステムのディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアとディスクドライブファームウェアを最新バー
ジョンにしておくことを推奨します。

ファームウェアの最新バージョンは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

https://["ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"]

https://["ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"]

• 新しいシェルフのIOMのディスクシェルフ（IOM）ファームウェアが最新のファームウェアバージョンで
ない場合、自動的に（無停止で）更新されます。

シェルフのIOMファームウェアは10分おきにチェックされます。IOM ファームウェアの更新には最大 30

分かかることがあります。

• 影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケ
ーション（青色の） LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name

_led-status on

ディスクシェルフにはロケーションLEDが3つあります。オペレータ用ディスプレイパネルに1つと、各シ
ェルフIOMに1つです。ロケーション LED は 30 分間点灯します。点灯を中止するには、同じコマンドを
off オプションに変更して入力します。

• オペレータ用ディスプレイパネルと FRU コンポーネントにあるディスクシェルフ LED の場所と、それら
の LED が示す意味については、ディスクシェルフ LED の監視に関する項を参照してください。

手順

1. 自身の適切な接地対策を行います

2. 新しいシェルフIOMを開封し、ディスクシェルフの近くの平らな場所に置きます。

梱包材は、障害が発生したシェルフのIOMを返送するときのためにすべて保管しておいてください。

3. システムコンソールの警告メッセージと、障害が発生したシェルフのIOMの警告（黄色）LEDから、障害
が発生したシェルフのIOMを物理的に特定します。

4. 使用している構成に応じて、次のいずれかの操作を実行します。
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使用する方法 作業

マルチパス HA 、マルチパス、クアッドパス HA 、
またはクアッドパス構成

次の手順に進みます。

FAS2600シリーズおよびFAS2700シリーズのシン
グルパスHA構成

a. ターゲットノード（障害が発生したシェル
フIOMが所属するノード）を特定します。

IOM A はコントローラ 1 に属しています。IOM

B はコントローラ 2 に属しています。

b. ターゲットノードをテイクオーバーします。「
storage failover takeover -bynode _ partner ha

node_ 」

FAS2600 シリーズのシングルパス構成 a. システムコンソールからシステムをシャットダ
ウンします

b. ストレージシステムコンソールをチェックし
て、システムが停止したことを確認します。

5. 取り外すシェルフIOMからケーブルを外します。

各ケーブルが接続されているシェルフのIOMポートをメモしておきます。

6. シェルフのIOMのカムハンドルのオレンジラッチを外れるまで押し、カムハンドルを最大まで開いてシェ
ルフのIOMをミッドプレーンから外します。
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7. カムハンドルをつかみ、シェルフIOMをスライドしてディスクシェルフから引き出します。

シェルフIOMを扱うときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

8. シェルフIOMを取り外したあと、70秒以上待ってから新しいシェルフIOMを取り付けます。

この間にドライバによってシェルフ ID が正しく登録されます。

9. カムハンドルが開いた状態で両手で新しいシェルフのIOMを持って両端をディスクシェルフの開口部に合
わせ、ミッドプレーンにまでしっかりと押し込みます。

シェルフIOMをディスクシェルフに挿入する際に力を入れすぎないように注意してくださ
い。コネクタが破損することがあります。

10. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、シェルフのIOMが完全に収まり
ます。

11. ケーブルを再接続します。

SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで IOM ポートに
取り付けるとカチッとはまり、 IOM ポートの LNK LED が緑色に点灯します。SAS ケーブルのコネクタ
をプルタブ（コネクタの下側）を下にして IOM ポートに挿入します。

12. 使用している構成に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

使用する方法 作業

マルチパス HA 、マルチパス、クアッドパス HA 、
またはクアッドパス構成

次の手順に進みます。

FAS2600シリーズおよびFAS2700シリーズのシン
グルパスHA構成

ターゲットノードをギブバックします。「 storage

failover giveback -fromnode partner_ha_node

FAS2600 シリーズのシングルパス構成 システムをリブートします。

13. シェルフのIOMポートのリンクが確立されたことを確認します。

ケーブル接続した各モジュールポートで、 4 つの SAS レーンの 1 つ以上で（アダプタまたは別のディス
クシェルフとの）リンクが確立された場合、 LNK （緑色） LED が点灯します。

14. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

テクニカルサポートにお問い合わせください https://["ネットアップサポート"]RMA 番号を確認する場合
や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-

123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡くださ
い。
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IOM12 / IOM12Bモジュールを使用して電源装置シェルフをホッ
トスワップします

DS460C 、 DS224C 、または DS212C ディスクシェルフでは、障害が発生した電源装
置をホットスワップできます。

作業を開始する前に

システムの他のコンポーネント ( 他の電源装置を含む ) がすべて正常に機能している必要があります。

このタスクについて

• 複数の電源装置を交換する場合は、ディスクシェルフの電源を維持するために、一度に 1 台ずつ交換する
必要があります。

• ディスクシェルフの通気の中断を最小限に抑えるため、取り外してから 2 分以内に電源装置を交換する必
要があります。

• 電源装置の取り外し、取り付け、持ち運びは、必ず両手で行ってください。

• 新しいディスクシェルフ、シェルフ FRU コンポーネント、または SAS ケーブルを追加する前に、お使い
のシステムのディスクシェルフ（ IOM ）ファームウェアとディスクドライブファームウェアを最新バー
ジョンにしておくことを推奨します。

ファームウェアの最新バージョンは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

https://["ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"]

https://["ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"]

• 影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケ
ーション（青色の） LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name

_led-status on

ディスクシェルフにはロケーション LED が 3 つあります。オペレータ用ディスプレイパネルに 1 つと、
各 IOM12 モジュールに 1 つです。ロケーション LED は 30 分間点灯します。点灯を中止するには、同じ
コマンドを off オプションに変更して入力します。

• オペレータ用ディスプレイパネルと FRU コンポーネントにあるディスクシェルフ LED の場所と、それら
の LED が示す意味については、ディスクシェルフ LED の監視に関する項を参照してください。

手順

1. 自身の適切な接地対策を行います

2. 新しい電源装置を開封し、シェルフの近くの平らな場所に置きます。

梱包材は、障害が発生した電源装置を返送するときのためにすべて保管しておいてください。

3. システムコンソールの警告メッセージと、電源装置の警告（黄色） LED から、障害が発生した電源装置
を物理的に特定します。

4. 障害が発生した電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。

a. 電源装置の電源スイッチをオフにします。

b. 電源コード固定クリップを開き、電源装置から電源コードを抜きます。
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c. 電源から電源コードを抜きます。

5. 電源装置のカムハンドルのオレンジのラッチを外れるまで押し、カムハンドルを最大まで開いて電源装置
をミッドプレーンから外します。

次の図は、 DS224C または DS212C ディスクシェルフで使用される電源装置を示しています。ラッチの
動作は、 DS460C ディスクシェルフで使用される電源装置と同じです。

6. カムハンドルをつかみ、電源装置をスライドしてディスクシェルフから引き出します。

DS224C または DS212C ディスクシェルフを使用している場合は、電源装置を取り外すと、ふたが所定
の位置に戻って、通気と冷却が維持されます。

電源装置を扱うときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

7. 新しい電源装置のオン / オフスイッチがオフになっていることを確認します。

8. カムハンドルが開いた状態で両手で新しい電源装置を持って両端をディスクシェルフの開口部に合わせ、
ミッドプレーンにまでしっかりと押し込みます。

電源装置をディスクシェルフに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。
コネクタが破損することがあります。

9. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源装置が完全に収まります。

10. 電源装置ケーブルを再接続し、新しい電源装置の電源をオンにします。

a. 電源に電源コードを再接続します。

b. 電源装置に電源コードを再接続し、電源コード固定クリップを使用して電源コードを固定します。

c. 電源スイッチをオンにします。
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電源装置の電源（緑） LED と警告（黄色） LED が点灯し、 40 秒以内に警告（黄色） LED が消灯
します。

11. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

テクニカルサポートにお問い合わせください https://["ネットアップサポート"]RMA 番号を確認する場合
や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-

123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡くださ
い。

ディスクシェルフのLEDを監視します。IOM12 / IOM12Bモジュ
ールを使用するシェルフです

ディスクシェルフコンポーネントの LED の場所とステータスの状態を把握することで、
ディスクシェルフのヘルスを監視できます。

オペレータディスプレイパネルの LED

ディスクシェルフ前面のオペレータ用ディスプレイパネルの LED は、ディスクシェルフが正常に機能してい
るか、ハードウェアに問題があるかを示します。

次の表に、 DS460C 、 DS224C 、および DS212C の各ディスクシェルフで使用されるオペレータディスプレ
イパネルの 3 つの LED を示します。

LED アイコン LED 名 状態 説明

電源 緑色に点灯します 1 つ以上の電源装置がデ
ィスクシェルフに電力を
供給しています。

注意 黄色で点灯 複数の FRU の機能（ディ
スクシェルフ、ディスク
ドライブ、 IOM12 モジュ
ール、または電源装置）
でエラーが発生しまし
た。

イベントメッセージをチ
ェックして実行する対処
方法を決定してくださ
い。

黄色で点滅 シェルフ ID が保留状態で
す。

シェルフ ID を有効にする
には、ディスクシェルフ
の電源を再投入してくだ
さい。
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LED アイコン LED 名 状態 説明

場所 青で点灯 システム管理者が、対応
が必要なディスクシェル
フを物理的に特定できる
ようにこの LED 機能をア
クティブにしました。

この LED 機能を有効にす
ると、オペレータディス
プレイパネルと両方の
IOM12 モジュールでロケ
ーション LED が点灯しま
す。ロケーション LED は
30 分後に自動的に消灯し
ます。

ディスクシェルフのモデルに応じてオペレータ用ディスプレイパネルの外観は異なりますが、 3 つの LED は
同じように配置されています。

次の図は、エンドキャップを付けた状態の DS224C ディスクシェルフのオペレータディスプレイパネルを示
しています。

IOM12 モジュールの LED

IOM12 モジュールの LED は、モジュールが正常に機能しているかどうか、 I/O トラフィックを処理する準備
ができているかどうか、ハードウェアに問題があるかどうかを示します。

次の表に、 IOM12 モジュールの各 LED と、モジュールの機能およびモジュールの各 SAS ポートの機能を示
します。

IOM12 モジュールは、 DS460C 、 DS224C 、および DS212C の各ディスクシェルフで使用されます。
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LED アイコン LED 名 状態 説明

注意 黄色で点灯 IOM12 モジュールの機能
： IOM12 モジュールの機
能でエラーが発生しまし
た。

SAS ポートの機能： 4 つ
の SAS レーンの中に、（
アダプタまたは別のディ
スクシェルフとの）リン
クを確立していないレー
ンがあります。

イベントメッセージをチ
ェックして実行する対処
方法を決定してくださ
い。

LNK ポートリンク 緑色に点灯します 4 つの SAS レーンのいく
つかが（アダプタまたは
別のディスクシェルフと
の）リンクを確立してい
ます。

場所 青で点灯 システム管理者が、障害
が発生した IOM12 モジュ
ールのディスクシェルフ
を物理的に特定できるよ
うにこの LED 機能をアク
ティブにしました。

この LED 機能を有効にす
ると、オペレータディス
プレイパネルと両方の
IOM12 モジュールでロケ
ーション LED が点灯しま
す。ロケーション LED は
30 分後に自動的に消灯し
ます。

次の図は、 IOM12 モジュールを示しています。
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電源装置の LED

電源装置の LED は、電源装置が正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。

次の表に、 DS460C 、 DS224C 、および DS212C ディスクシェルフで使用される電源装置の 2 つの LED を
示します。

LED アイコン LED 名 状態 説明

電源 緑色に点灯します 電源装置は正常に機能し
ています。

オフ 電源装置に障害が発生し
たか、 AC スイッチがオ
フになっているか、 AC

電源コードが正しく取り
付けられていないか、ま
たは電源装置に電力が適
切に供給されていませ
ん。

イベントメッセージをチ
ェックして実行する対処
方法を決定してくださ
い。

注意 黄色で点灯 電源装置の機能にエラー
が発生しました。

イベントメッセージをチ
ェックして実行する対処
方法を決定してくださ
い。

ディスクシェルフのモデルに応じて電源装置は異なり、 2 つの LED の場所も異なります。

次の図は、 DS460C ディスクシェルフで使用される電源装置を示しています。

2 つの LED アイコンは、ラベルと LED として機能します。つまり、アイコン自体が点灯します。隣接する
LED はありません。

次の図は、 DS224C または DS212C ディスクシェルフで使用される電源装置を示しています。
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DS460C ディスクシェルフのファン LED

DS460C ファンの LED は、ファンが正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。

次の表に、 DS460C ディスクシェルフで使用されるファンの LED を示します。

項目 LED 名 状態 説明

注意 黄色で点灯 ファンの機能にエラーが
発生しました。

イベントメッセージをチ
ェックして実行する対処
方法を決定してくださ
い。

55



ディスクドライブの LED

ディスクドライブの LED は、ドライブが正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。

DS224C および DS212C ディスクシェルフのディスクドライブ LED

次の表に、 DS224C および DS212C ディスクシェルフで使用されるディスクドライブの 2 つの LED を示し
ます。
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コールアウト LED 名 状態 説明

アクティビティ 緑色に点灯します ディスクドライブの電源
が入っています。

緑色に点滅 ディスクドライブに電源
が入っており、 I/O 処理
が進行中です。

注意 黄色で点灯 ディスクドライブの機能
にエラーが発生しまし
た。

イベントメッセージをチ
ェックして実行する対処
方法を決定してくださ
い。

ディスクシェルフのモデルに応じてディスクドライブはディスクシェルフに縦または横に配置され、 2 つの
LED の位置も異なります。

次の図は、 DS224C ディスクシェルフで使用されるディスクドライブを示しています。

DS224C ディスクシェルフでは、 2.5 インチディスクドライブがディスクシェルフ内に縦に配置されます。

次の図は、 DS212C ディスクシェルフで使用されるディスクドライブを示しています。
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DS212C ディスクシェルフでは、 3.5 インチまたは 2.5 インチのディスクドライブがディスクシェルフ内に横
に配置されます。

DS460C ディスクシェルフのディスクドライブ LED

次の図と表に、ドライブドロワーのドライブアクティビティ LED とその動作状態を示します。

場所 LED ステータスインジケータ 説明

1. 警告：各ドロワーに対す
る警告

黄色で点灯 ドライブドロワー内に注
意委が必要なコンポーネ
ントがあります。

オフ ドロワー内に注意が必要
なドライブやその他のコ
ンポーネントはなく、ド
ロワー内のドライブに対
してアクティブな場所確
認処理は発生していませ
ん。

黄色で点滅 ドロワー内のいずれかの
ドライブに対して、ドラ
イブの場所確認処理がア
クティブです。

2-13 アクティビティ：ドライ
ブドロワー内のドライブ
0~11 のドライブアクティ
ビティ

緑 電源がオンになり、ドラ
イブは正常に動作してい
ます。

緑色に点滅 ドライブに電源が入って
おり、 I/O 処理が進行中
です。

オフ 電源がオフになっていま
す。

ドライブドロワーを開くと、各ドライブの前面に警告 LED を確認できます。
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警告 LED ライトが点灯します
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