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このハードウェアオペレーティングマニュアルは、Ｈ／Ａ－６５ＡＦ－ＣＢＸＡ ディスクアレイ
システムのオペレータパネルの操作取扱い要領と異常時の操作取扱い要領について述べてあります。
Ｈ／Ａ－６５ＡＦ－ＣＢＸＡ ディスクアレイシステムを正しくお取扱いいただくために必要な項目
を述べてありますので、必ず全ページお読みいただいてから装置を使用してください。

―ご注意―
⚫ 操作を行なう場合、かならず本マニュアルを読み、操作手順、指示事項をよく理解してから行って
ください。特に、「安全にお取り扱いいただくために」の章については十分に理解し、指示を守っ
てください。
⚫ 本書をいつでも利用できるよう、身近な場所に保管してください。
⚫ このマニュアルの著作権は、（株）日立製作所にあります。このマニュアルのすべて、または一部
分を当社の書面による許可無しで転載あるいは引用したり、他の言語に訳することを禁止します。
⚫ このハードウェアオペレーティングマニュアルの内容は、改良のため予告なく変更する場合があり
ますのでご了承ください。
⚫ このマニュアルに書かれていない使い方により発生した損害については、当社は一切の責任を負い
ません。なお、製品の保証や詳細な契約内容については、別途、契約関係の文書を参照してくださ
い。
⚫ 本製品の目的外の使用を禁止し、目的外の使用に基づいた結果生じる損害については、当社は一切
の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
⚫ 当社は、当社の書面による了解が無い本装置の改造は、性能、安全にかかわるためこれを禁止し、
改造により生じる損害等については、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

＜ストレージシステムの保証＞
ストレージシステムの動作について無償で保証する期間は、お買い求めになった日を起点といたし
ます。
二重化されている部位の一点故障の場合でもそれが重大事故につながる恐れがある場合、ストレー
ジシステムは停止することがあります。
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安全にお取り扱いいただくために
安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって示されます。これは、安全警告記号と、「危険」、「警告」、
「注意」、および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。

1.

安全に関する共通的な注意事項

• 操作は、このマニュアル内の全ての指示、手順に従って下さい。
• 装置やマニュアルに表示されている全ての注意事項には、特に注意を払い、必ず守ってください。
これを怠ると、人身上の傷害や装置を含む財産の損害をひき起こすおそれがあります。

• マニュアルに記載されている以上のどんな操作も動作も行わないでください。
装置について何か問題が有る場合は、保守員をお呼びください。
装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分に検討されたものですが、それでも、予測を超
えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身で
も注意するようにしてください。
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安全にお取り扱いいただくために
ストレージシステムを使用する際の注意

•

この製品には、同梱された電源コードセットを使用してください。また、同梱された電源コードセット
は、他の製品には使用しないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になります。

•

異臭、異常な発熱、発煙などに気づかれたときは、ストレージシステムへの給電を遮断して保守員に連絡
してください。そのまま放置すると、感電や火災の原因になります。

•

ストレージシステムや部品を落下させたり、ぶつけたりして衝撃を与えないでください。怪我や故障、感
電や火災の原因になります。

•

ストレージシステムの上に乗って踏み台にするなど、目的以外の用途に使用しないでください。ストレー
ジシステムが倒れるなどして、ケガの原因になります。

•

ストレージシステムに重いものを載せないでください。落下によるケガの原因になります。また、ストレ
ージシステムが正常に動作しないことがあります。

•

水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属物をストレージシステム上に置かないでください。
内部に入った場合、そのまま使用すると感電や発煙、発火の原因になります。

•

ケーブルは、足などを引っかけないように配線してください。ケーブルに足を引っかけて転倒するなど、
ケガの原因になります。

•

ケーブルの上に重いものを載せないでください。また、熱を発する器具などの近くに置かないでくださ
い。ケーブルの被膜が破れて、感電や火災の原因になります。

•

湿気やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって感電や火災の原因になりま
す。

•

電源プラグに、ほこりが付いていないことを確認して、根元までしっかりと差し込んでください。
プラグにほこりが付いていると火災の原因になるので、取り除いてください。

•

ストレージシステム前面の通気口から空気を取り込んで、後面の通気口から排気することで、ストレージ
システム内部の温度上昇を防いでいます。通気口の前に物を置いたり、立てかけたりしてふさいでしまう
と、ストレージシステム内部の温度が上昇し、感電や火災の原因になります。
また、通気口にほこりなどが詰まっている場合は、取り除いてください。

•

通気口からストレージシステム内にクリップなどの金属類や、紙などの燃えやすいものを入れないでくだ
さい。感電や火災の原因になります。

•

騒音防止のため、装置の後面ドアは、必ず閉じた状態でご使用ください。

•

電源を投入する場合、電源を切断する場合や装置を動作させる場合は、装置が保守作業中でないことを十
分確認してから行ってください。

•

装置背面から装置を冷却するための排気を行っていますので、背面に物を置かないでください。
（背面に物を置くと排気できなくなり、装置内の温度が上昇してシステムダウンにつながります。）
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安全にお取り扱いいただくために
（つづき）

•

異常時の操作・取扱いについては、本マニュアルに説明が記載してある範囲内の作業のみ行って下さい。
（4-1項から4-8項）
記載範囲外の作業については、保守員に依頼してください。

•

感電事故発生の場合
・あわてないでください。感電した人および装置に直接触れないでください。感電するおそれがあります。
被害者への電流源を遮断してください。
・分電盤またはPDU などのブレーカをOFF にするか、電源ケーブルを抜いてください。
供給元が複数ある場合は、すべてのブレーカをOFF にする、またはすべての電源ケーブルを抜いてくだ
さい。

•

火災発生の場合
・分電盤またはPDU などのブレーカをOFF にするか、電源ケーブルを抜いて、装置への電源供給を遮断し
てください。供給元が複数ある場合は、すべてのブレーカをOFF にする、またはすべての電源ケーブル
を抜いてください。

2.

マニュアル内の警告表示
このマニュアルの中に書かれている警告とその記載個所を以下にまとめて示します。

2.1 [

危険 ] と表示されているもの
危険と表示されるものはありません。

2.2 [

警告 ] と表示されているもの
警告と表示されるものはありません。

2.3 [

注意 ] と表示されているもの
注意と表示されるものはありません。

2.4 装置に貼られている警告ラベル
このストレージシステムには取り扱い上、特に注意を必要とする部分に警告ラベルが貼られています。
警告ラベルに使われている下記のシンボルの意味を示します。
表 2-1 警告ラベルの意味
シンボル

示している意味

静電気を帯びた状態時の取り扱い禁止注意
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安全にお取り扱いいただくために
3.

製品上の警告表示
以下に、製品上の警告表示の位置を示します。
「製品本体に警告表示をしています。作業に先立ちよく読んで、その指示に従ってください。」

3.1 HSNBX
図 3-1 HSNBX の警告表示位置
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3.2 DKC
図 3-2 DKC の警告表示位置
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安全にお取り扱いいただくために
3.3 SBX
図 3-3 SBX の警告表示位置
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安全にお取り扱いいただくために
3.4 UBX
図 3-4 UBX の警告表示位置
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安全にお取り扱いいただくために
3.5 FBX
図 3-5 FBX の警告表示位置
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安全にお取り扱いいただくために
3.6 NBX
図 3-6 NBX の警告表示位置
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安全にお取り扱いいただくために
3.7 コントローラボード
図 3-7 コントローラボードの警告表示
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安全にお取り扱いいただくために
3.8 バッテリ
図 3-8 バッテリの警告表示位置
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１．概

要

ディスクアレイシステムの外観例（ 日立 A-6516-RKU3ラック使用時 ）を下図に示します。
本システムは、ラック内に、コントローラシャーシ、ＨＳＮボックス、ドライブボックスを組み合わせ
て搭載されます。本ディスクアレイシステムの電源ＯＦＦ／ＯＮ操作は、ＨＳＮボックス０ (２個
のＨＳＮボックスの下側）の前面に設けたＨＳＮＰＡＮＥＬを操作して行います。

ＨＳＮボックスの位置 ( １ＣＢＸペア構成、A-6516-RKU3ラックの例 )

上側のHSNBX
(HSNBX-1)
下側のHSNBX
(HSNBX-0)

パネルカバーを開いた
状態のＨＳＮＰＡＮＥＬ
の位置

ＨＳＮＰＡＮＥＬの位置
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２．操作部の説明
２－１ ＨＳＮＰＡＮＥＬ

HSNPANEL 上のスイッチとLED の機能
番

名称

部品

機能

LED
( 橙)
LED
( 緑)

点灯 : HSNBX が保守対象であることを示します。
消灯 : 通常( 保守時以外)

LED
( 赤)

点灯: システムダウンまたはMP 閉塞が発生したことを示します。

LED
( 橙)

点灯: 装置が障害発生を検知し、障害検出に関するSIM をSVP に報告したことを

号
① LOCATE
② READY
③ ALARM
④ MESSAGE

点灯 : チャネルインタフェース上のI/O 動作が可能であることを示します。
消灯 : Not Ready 状態を示します。
消灯: Not Alarm 状態を示します。
示します。保守員が、このSIM の属性ʻcompleteʼ に変更するまで、LED
は点灯を続けます。
点滅 :・ SVP が1 台構成時で、SVP が故障したことを示します。
・ SVP 二重化構成時で、SVP が2 台共故障したことを示します。 SVP二
重化構成時で、SVP が2 台中1 台故障した場合、本LED は点滅しませ
ん。

⑤ REMOTE
MAINTENANCE
ENABLE/
DISABLE

スイ

⑥ PS SW ENABLE

スイ

本スイッチをENABLE 状態にすることにより、PS ON/PS OFF スイッチの操作

ッチ

が有効になります。

スイ

ストレージシステムのパワーオン/ パワーオフ操作をローカルモード( ストレー

ッチ

ジシステム単体でのパワーオン/ オフ) で行う場合、PS SW ENABLE スイッチ

⑦ PS ON/PS OFF

ッチ

ストレージシステムのリモートメインテナンスの可否を設定します。
ENABLE 位置

リモートメインテナンスを許可します。

DISENABLE 位置 リモートメインテナンスを禁止します。

をENABLE 側に押し上げながら、本スイッチを使用することで、ストレージシ
ステムのパワーオン/ パワーオフを実行します。
⑧ REMOTE
MAINTENANCE
PROCESSING

LED
( 橙)

点灯 : リモートメインテナンス(ASSIST) を実行していることを示します。
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２－２ ＰＤＵ
各ラックには、最大６個のＰＤＵが搭載されています。
ラックのリアドアを開いて、ＰＤＵのブレーカを操作します。
ＰＤＵのブレーカをオンにすると、装置の冷却ファンが回転します。
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日立ラック（A-6516-RKU3）を利用している場合、PDUを操作するときにはリアのドア
の開閉が必要です。下記の手順でドアを開閉してください。
RKU ラックフレームのドア開閉方法
ドアの開け方
(1) ドアのカギ穴にキーを差し込んで、左に回して解錠してください( ① )。
(2) レバー上部を押してレバー下部を手前に起こします( ②、③ )。
(3) レバーを左に回して手前に引いてドアを開けてください( ④ )。

ドアの閉め方
(1) リアドア内側下部の開閉抑制バーを持ち上げ、ロックを解除してください( ⑤ )。
(2) ドアを閉めてレバーを押し付けながら右に回します( ⑥ )。
(3) レバーを倒してレバー下部を押してください( ⑦ )。
(4) ドアのカギ穴にキーを差し込んで右に回して施錠してください( ⑧ )。
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２－３ ＳＶＰ
ＨＳＮボックスにはＳＶＰが搭載されています。ディスクアレイシステムの電源オフを
行い、ＰＤＵブレーカもオフする際は、ＰＤＵブレーカをオフする前に、ＳＶＰのＰＳ
ＯＦＦスイッチを押して、ＳＶＰの電源オフ処理を行う必要があります。さらにそのため
に、ＨＳＮボックスのフロントベゼルを取り外す必要があります。

2-3-1 ＨＳＮボックスのフロントベゼル
(1) フロントベゼルの取り外し
フロントベゼルを手前に引いて取り外します。
(2) フロントベゼルの取り付け
装置前面のツメ穴にベゼルのツメを差し込み、フロントベゼルを押し付けて固定します。
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2-3-2 ＳＶＰの操作

SVP のスイッチとLED の機能
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３．操作取扱い要領
ＧＡＤシステムを利用しているストレージシステムの電源オン／電源オフでは、各装置の停
止順番を守る必要があります。「３－２ ＧＡＤ で使用しているストレージシステムの電
源運用」 を利用してください。
それ以外のストレージシステムの電源オン／オフは「３－１ ストレージシステムの電源オ
ン、電源オフ」 を利用してください。

３－１

ストレージシステムの電源オン、電源オフ
ディスクアレイシステムの電源オン／電源オフを上位ホストから行う場合は、ディス
クアレイシステム単体での操作は必要ありません。

３－１－１ 電源投入手順
1. 装置のコントローラシャーシ、ＨＳＮボックス、ドライブボックスが搭載されている全て
のラックフレームに対し、搭載されているPDUのブレーカーを全てONします。
（２－２参照）
PDUにブレーカーが存在しない場合などに、AC電源切断のためにストレージの電源ケーブ
ルを取り外している場合は、接続し直してください。
PDU のブレーカーがON の状態( 電源OFF 状態) でストレージシステムは待機状態となる
ため、ストレージシステムのFAN は回転します。この状態では、待機電力が存在するた
め、待機電力を抑制したい場合は、POWER ON 操作の直前にこの操作を実施してくださ
い。
2. 電源スイッチをON します(２－１参照)。
HSNBX-0にある HSNPANEL のPS SW ENABLE スイッチ（２―１⑥参照）をENABLE 側に押
し上げながら、PS ON/PS OFF スイッチ（２―１⑦参照）をON にします。
3. コントローラシャーシのREADY LED ( 緑) (２－１②参照) が点灯することを確認して
ください。
点灯するまでの目安時間は、下表を参照してください。
項番
1

モデル名
VSP 5000

通常時間
約 45分後

一定時間が経過しても点灯しない場合は（４－２）へ進んでください。
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３－１－２ 電源切断手順( 計画停止)
注意: ・電源OFF 操作を始める前に、保守作業( 構成情報設定を除く) が完了している
ことを確認してください。
・HSNボックス内のISW01 またはISW02 が閉塞している場合は、本手順を実施でき
ません。保守員に連絡し障害を回復させてから、本手順を実施してください。
・電源OFF 操作前や操作中にブレーカーをOFF すると、バッテリによるデータ
の緊急SSD 退避処理をします。この処理によりバッテリが消費され、バッテリ
の残容量によっては次回の電源ON 時間が延びることがありますので、下記手
順に従い電源が完全にOFF したことを確認してください。
1. HSNBX-0のフロントベゼルを取り外します。(２－３－１参照)
2. 電源スイッチをOFF します。(２－１参照)
HSNBX-0にあるHSNPANEL のPS SW ENABLE スイッチ（２―１⑥参照）をENABLE 側に押し
上げながら、PS ON/PS OFFスイッチ（２―１⑦参照）をOFF にします。
3. 電源スイッチを離してからPS ON LED (緑色) が点灯から点滅になると電源OFF処理
が開始されます。PS ON LED の位置は「１．概要」にある「HSPANELの位置」の図を
参照してください。
電源OFF 処理中は、PS ON LED (緑色) が点滅します。
PS ON LEDが消灯すると、電源OFF 処理は完了です。
橙色に点灯するまでの所要時間は、次頁「電源OFF までの所要時間」を参照ください。
POWER LED が橙色に点灯したあとも、ドライブ上のACT LED ( 緑) は点滅している場
合がありますが、問題ありません。
一定時間が経過しても点灯しない場合は（４－３）へ進んでください。
3. 以下の手順でストレージシステムの電源を切断してください(AC 入力完全切断)。
ただし、(2)が完了してから15分以内に、(3)または(4)の処理を行う必要があります。
(1) 増設SVP（上側のHSNボックスに搭載されているSVP）の、SVP PS ON/OFF スイッチ（２
－３－２ (1-1）)を押して増設SVPの電源を停止してください。SVPのPOWER LED（２－
３－２ (1-2））が消灯したことを確認してください。
（本手順は増設SVPが搭載されていない場合は不要です。(2)に進んでください。）
(2) SVP（下側のHSNボックスに搭載されているSVP）の、SVP PS ON/OFF スイッチ（２－３
－２ (1-1））を押して増設SVPの電源を停止してください。SVPのPOWER LED（２－３
－２ (1-2））が消灯したことを確認してください。
(3) ストレージシステムの電源ケーブルがPDU へ接続されている場合
PDU に他のストレージシステム( スイッチなど) の電源ケーブルが接続されているか
確認します。
・接続されていない場合、PDU のブレーカーをOFF してください。
・他のストレージシステムが接続されている場合、他のストレージシステムの電源
を切断できるか確認します。切断できない場合、コントローラシャーシ、ドラ
イブボックス、およびHSNボックスの電源からそれぞれ電源ケーブル(2 本) を取
り外してください。電源ケーブルを取り外す際は装置側のケーブル接続部を外し
てください。
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(4) 電源ケーブルがPDU 接続以外の場合
コントローラシャーシとドライブボックスのとHSNボックス側のそれぞれの電源ケーブ
ル(2 本) を取り外します。
5. HSNBX-0のフロントベゼルを取りつけます。(２－３－１参照)

電源OFF までの所要時間
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３－２

ＧＡＤ で使用しているストレージシステムの電源運用

GAD で使用するストレージシステムの計画停止と、計画停止後の立ち上げ操作について説
明します。

３－２－１

ストレージシステムの計画停止

GAD で使用する“ ストレージシステム計画停止パターン” を以下の表に示し、計画停止
パターンの操作概略(フロー) を図3-1 に示します。
注: Quorum ディスクにボリュームを設定しない構成( ※ ) の場合は、Quorum ディ
スク用外部ストレージを使用しないため、B、D、またはF のどれかのパター
ンになります。
※ : RAID Manager から、[raidcom get quorum] コマンドを使って確認します
( 詳細はRAID Manager コマンドリファレンスを参照)。

ストレージシステム計画停止パターン
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図3-1

ストレージシステム計画停止パターンの操作概略
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３－２－２

ストレージシステムの計画停止後の立ち上げ

GAD で使用する“ ストレージシステム計画停止後の立ち上げパターン” を以下の表
に示し、立ち上げパターンの操作概略( フロー) を図3-2 に示します。
注: Quorum ディスクにボリュームを設定しない構成( ※ ) の場合は、Quorum ディ
スク用外部ストレージを使用しないため、B、D、またはF のどれかのパター
ンになります。
※ : RAID Manager から、[raidcom get quorum] コマンドを使って確認します
( 詳細はRAID Manager コマンドリファレンスを参照)。

ストレージシステム計画停止後の立ち上げパターン
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図3-2

ストレージシステム計画停止後の立ち上げパターンの操作概略

図3-3
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図3-3

GAD ペアの再同期を副サイトのストレージシステムから実施
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４．異常時の操作取扱い要領
４－１ 故障修復の手引き

故障修復の手引

本ディスクアレイシステムがシステム動作可能であるためには、電源
オンが完了し、ＨＳＮＰＡＮＥＬ上の「READY LED」②が緑色に点灯
していなければなりません。また、上位装置からの入出力動作が実行
できて、且つエラーが発生しないことが必要です。

電源がオンしません。

4-2 へ

電源がオフしません。

4-3 へ

エラーメッセージまたは、SIM が
コンソールに表示されました。

4-4 へ

｢READY｣LED②が点灯しません。

4-5 へ

｢MESSAGE｣LED④が点灯します。

4-6 へ

｢ALARM｣LED③が点灯します。

4-7 へ

緊急時の電源切断方法

4-8 へ

4-1

４－２ 電源がオンしない場合
４－３ 電源がオフしない場合

4-2

4-3

電源がオンしません。

電源がオフしません。

原因を調査しますので、装置
はそのままの状態にしておい
てください。

保守員に連絡
してください。

４－４ エラーメッセージまたはSIMがコンソールに表示された場合

4-4
エラーメッセージまたは SIM が
コンソールに表示されました。

原因を調査しますので、装置は
そのままの状態にしておいてく
ださい。

保守員に連絡
してください。
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４－５ ｢READY」LED①が点灯しない場合
４－６ ｢MESSAGE」LED③が点灯した場合
４－７ ｢ALARM」LED②が点灯した場合

4-5

4-6

4-7

｢MESSAGE｣LED③が点灯します。

｢READY｣LED①が点灯しません。

｢ALARM｣LED②が点灯します。

原因を調査しますので、
装置はそのままの状態に
しておいてください。

保守員に連絡
してください。

４－８ 緊急時の電源切断方法
4-8
緊急時の電源切断方法

電盤のブレーカを OFF にして、

保守員に連絡
してください。
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ブレーカがない場合は、電源ケー
ブルを全て外してください。

5.ハードウェア仕様
5-1ストレージシステム仕様
ストレージシステムの仕様を下記に示します。
表 5-1 ストレージシステム仕様
項目

仕様
VSP 5500h (6CBX)

VSP 5500h (4CBX)

VSP 5500h (2CBX)/
VSP
5100h(2CBX,2CTL)

システム

2.5 インチ 最小
ドライブ搭 最大
載数

0

最小

0

2,304

1,536

768

1,152

768

384

576

384

192

NVMe ドラ 最小
イブ搭載数

-

-

最大

-

-

0(VSP 5500h)/
-(VSP 5100h)
96(VSP 5500h)/
-(VSP 5100h)

3.5 イン
チドライ
ブ搭載数

最大

FMD搭載数 最小

0

最大

RAID レベル

RAID6/RAID5/RAID1

RAID6
RAID グ
ループ構成 RAID5

6D+2P、14D+2P
3D+1P、7D+1P

RAID1

2D+2D
192 (*1)

スペアディスク最大搭

128 (*1)

64 (*1)

載数
65,280

ボリューム最大数
ストレージ 30 TB
システム最 2.5”
大容量
( 物理デ
ィスク容
量)

61.5 PiB

41.0 PiB

20.5 PiB

-

-

1.3 PiB(VSP 5500h)/
-(VSP 5100h)

SAS SSD
使用時
15.3
TB 2.5
NVMe
SSD
使用時
255 PiB

外部構成最大容量
DB 最大接 DBS2/DBL
続数
DBF3
DBN

96

64

32

48

32

16

-

-
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4(VSP 5500h)/
-(VSP 5100h)
( 次のページへ続く )

( 前ページからの続き )
項目

仕様
VSP 5500h (6CBX)

VSP 5500h (4CBX)

VSP 5500h (2CBX)/
VSP 5100h (2CBX,

メモリ

キャッシュメモ
リ容量

ストレー

キャッシュフラ
ッシュメモリ種
別
DKC - DB インタ

ジ I/F

フェース

転送速度

2CTL)
1,536 GiB ～ 6,144 1,024 GiB ～ 4,096 512 GiB ～ 2,048
GiB
GiB
GiB/
256 GiB ～ 1,024
GiB
BM35/BM45
SAS/Dual Port
-

-

NVMe/Dual Port(VSP
5500h(2CBX))/-(VSP
5100h)

12 Gbps

SAS I/F
-

NVMe(PCI

-

8 Gbps(VSP 550h)/
-(VSP 5100h)

e) I/F
デバイス
I/F

DKB 搭載数
サ ポ ー ト オープン

24/16/8/0
16/8/ 0
8/0, 4/0
Fibre Channel Short Wave/ Fibre Channel Long Wave

チャネル種 システム
別
メインフ

iSCSI (Optic)
Fibre Channel Short Wave/ Fibre Channel Long Wave

レーム
データ転送 Fibre
速度
Channe

オープンシステム：4/8/16/32 Gbps
メインフレーム：4/8/16 Gbps
10 Gbps

騒音レベ

iSCSI
l
(Optic)
CHB 最大搭載数
動作時
CBX

ル LpAm,

(*3) (*4)

48

32
LpAm 60 dB, LwA 6.6 Bel

DBS2

LpAm 60 dB, LwA 6.4 Bel

LwA (*3)

DBL

LpAm 60 dB, LwA 6.4 Bel

(*4)(*7)

DBF3

LpAm 60 dB, LwA 6.0 Bel

(*8)

DBN

-

待機時

CBX

LpAm 55 dB

(Standby)

DBS2

LpAm 55 Db

DBL

LpAm 55 dB

DBF3

LpAm 55 dB

DBN

寸法

-

W ×D ×

19

H (mm)

inch

-

16/8

LpAm 60 dB, LwA 6.4
Bel(VSP 5500h)/
-(VSP 5100h)

-

LpAm 55 Db(VSP
5500h)/
-(VSP 5100h)

600 × 1,150 × 2,058
( 次のページへ続く )

Rack
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( 前ページからの続き )
項目

仕様
VSP 5500h (6CBX)

VSP 5500h (4CBX)

VSP 5500h (2CBX)/
VSP 5100h (2CBX,
2CTL)

無停止保

コントロール PCB,

サポート

守

SVP, ISW
キャッシュメモリ

サポート

キャッシュフラッシュ

サポート

メモリ
電源、ファン

サポート

マイクロコード

サポート

ディスクドライブ、

サポート

フラッシュドライ
ブ、フラッシュモジ
ュールドライブ
省エネ法

区分

に基づく

エネルギー消費効率

表

(*6)

示

(*5)

N
0.0041：
CBX x 6 + HSNBX
x 2 + SBX x 12 +
UBX x 12

0.0041：
CBX x 4 + HSNBX
x 2 + SBX x 8 +
UBX x 8

0.0041：
CBX x 2 + HSNBX x
2 + SBX x 4 + UBX
x 4

*1: スペアまたはデータディスクとして利用できます。
*2: チャネルボードに搭載されているファイバポートの SFP トランシーバを交換するこ
とで、Longwave 対応ポートとして使用できます。
*3: [LpAm] は、環境温度、ドライブ構成、動作状態により45 dB から63 dB の 間で変化し
ます。ENC や電源が故障した場合のメンテナンス作業中は最大67 dB に なる場合が
あります。
*4: パワーレベルは、環境温度、HDD 種類および動作状態によって最大8.0 Bel まで変化
します。
*5: 2011 年度規定。
*6: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力
(Idle 状態 ) を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。オールフラッシュモ

デルのVSP 5500 およびVSP 5100 は対象外です。

*7: [LpAm] は、1m のバイスタンダ位置で測定した平均の周波数補正特性A 放出音圧レベル
で、ISO7779 に準拠して以下の条件で測定し、ISO9296 に基づいて宣言された値です。
通常の装置環境設定( データセンター/ 一般オフィス) では本ストレージ装置以外の
騒音源( 装置) や騒音を反射する壁、天井といった上記ISO 規定の測定条件と異なる要
素に囲まれるため、表中に記載の値は設定環境での騒音値を保証するものではありませ
ん。
・測定環境：環境温度23 ℃± 2 ℃の半無響室で測定
・装置搭載位置：コントローラ筐体はラック最下段、拡張筐体はラック内高さ
の1.5 m
・測定位置：装置前後左右から各1 m、高さ1.5 m (4 箇所)
・測定値：上記測定位置4 点のエネルギー平均値
*8:本装置は、データセンタ等のコンピュータルームへの設置を推奨しています。
一般オフィスへの設置も可能ですが、適宜騒音対策等を実施のうえで設置してくだ
さい。
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特に一般オフィス設置、かつ弊社旧機種からのリプレースの場合には以下に留意し
てください。
装置高密度化のため装置内の冷却 FAN も小型化されており、冷却能力保持のため、
FAN 回転数が旧機種比で高くなっています。このため騒音に占める高周波数成分は高
い側に寄っております。
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5-2 電源仕様
5-2-1 ストレージシステム電流仕様
電源 1 個当りの入力電流仕様を下表に示します。
表 5-2 入力電流仕様
突入電流

入力電流( 定格)
電源

入力

電源

(*1)
電源

漏洩電流

1 台
2 台
運転時 運転時

30 A
30 A

25 ms

1.75 mA

30 A
30 A

1.0 A

1.75 mA

30 A

30 A

25 ms

3.1 A 1.55 A

1.75 mA

20 A

15 A

80 ms

DB PS (DBN)

4.0 A

2.0 A

1.75 mA

24 A

18 A

25 ms

ISW PS

1.2 A

0.6 A

1.75 mA

30 A

28 A

25 ms

DKC (CBX) PS
DB PS (DBS2)
DB PS (DBL)
DB PS (DBF3)

単相
AC200 V
～
AC240 V

7.2 A

3.6 A

1.75 mA

3.2 A

1.6 A

2.0 A

電源コード
1st (0-p) プラグ形状
1st (0-p) 2nd (0-p)
Time (-25%)

25 ms

*1: 電源 2 台運転時は装置に必要な電力を 2 台の電源でほぼ半分ずつ供給します。電源が 1 台
になった時は装置に必要な電力のすべてを 1 台の電源で供給するので、2 台の電源それぞ
れに電源 1 台運転時の電流を供給できるように設備を準備してください。

5-2-2 入力電圧と入力周波数
ストレージシステムに給電するために必要な電力設備仕様を以下に示します。

1. 入力電圧と周波数
サポートする入力電圧と周波数を以下に示します。

• CBX/HSNBX/DBS2/DBL/DBF3/DBN
入力電圧 (AC)
200V ～ 240V

電圧公差
周波数
+10% または -11% 50Hz ± 2Hz/
60Hz ± 2Hz

結線
1 Phase 2 Wire + Ground

2. PDU 仕様
PDU (Power Distribution Unit) は、ラックフレーム支柱に取り付ける縦型と、1U サイズの横型の 2
種類があります。ラックフレームに搭載する機器構成に応じて、PDU を必要数発注します。
表 5-3 PDU 機器仕様
項目
PDU

形名
AC 入力
PDU 出力
備考

4口タイプ
9口タイプ
A-F6516-PDU430
A-F6516-PDU930
AC 200V
ブレーカ有 ( 定格 30 アンペア )
PDUオプションに 1 形名につき 2 式構成
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5-3 環境仕様
ストレージシステムの環境仕様を下表に示します。

5-3-1 使用環境条件
表 5-4 使用環境条件
条件

項目

動作時 (*1) (*5)

形名

CBX

温度範囲 (ºC)
相対湿度 (%) (*4)
最大湿球温度 (ºC)
温度勾配 (ºC/hour)
塵埃 (mg/m3)

10 ~35
8 ~ 80
29
10
0.15 以下

腐食性ガス
高度 (m)
( 環境温度 )

10 ~ 35
8 ~ 80
29
10
0.15 以下

(*8) ~ 3,050
(10 ℃ ~ 28℃)

(*9) ~3,050
(10 ℃ ~ 28℃ )

~ 950
(10 ℃ ~ 35℃)

~ 950
(10 ℃ ~ 35℃ )

~ 950
(10 ℃ ~35 ℃ )

90 dB 以下 (*6)

条件

項目

非動作時 (*2)
CBX

DBS2/DBL/DBF3/
DBN

温度範囲 (ºC)
-10 ~ 50
相対湿度 (%) (*4) 8 ~ 90
最大湿球温度 (ºC) 29
温度勾配 (ºC/hour) 10
塵埃 (mg/m3)
—
腐食性ガス
高度 (m)

HSNBX

(*8) ~ 3,050
(10 ℃ ~ 28℃ )

外部騒音
( 推奨条件 )

形名

DBS2/DBL/DBF3/
DBN
10 ~ 35
8 ~ 80
29
10
0.15 以下
(*7)

-60

~ 12,000

-10 ~ 50
8 ~ 90
29
10
—
(*7)
-60

5-6

~ 12,000

HSNBX
-10 ~ 50
8 ~ 90
29
10
—
-60

~ 12,000

条件

項目

輸送 / 保管時 (*3)
DBS2/DBL/DBF3/
HSNBX
DBN

CBX

形名

温度範囲 (ºC)
-30 ~ 60
相対湿度 (%) (*4) 5 ~ 95
最大湿球温度 (ºC) 29
温度勾配 (ºC/hour) 10
塵埃 (mg/m3)
—
腐食性ガス
高度 (m)

-30 ~ 60
5 ~ 95
29
10
—

-30 ~ 60
5 ~ 95
29
10
—

—
-60

~ 12,000

-60

~ 12,000

-60

~ 12,000

*1: 動作時とは、システムに電源を投入する前の状態です。
*2: 非動作時とは、梱包した状態および開梱した状態のどちらも含まれます。
*3: 輸送 / 保管時とは、出荷時の梱包の状態です。
*4: 結露がない状態です。
*5: ストレージシステムは吸気温度、コントローラ・電源内部温度を監視しており、温
度に応じて以下の動作を実行します。
*6: 消火設備と騒音について
データセンターに設置されていることのある不活性ガス消火設備では、ガス噴射時
に高圧のガスが設備パイプシリンダーを超高速で通過します。また、ガスはデータ
センター内の複数のノズルを通して噴射されますが、その際に高レベルの騒音を発
します。同様に消火ベルも高レベルの騒音を発します。これらの騒音はストレージ
システムのハードディスクを振動させ、結果として I/O エラー、性能劣化、およびハー
ドディスクにダメージをおよぼす原因となる可能性があります。
ハードディスクの騒音耐性はモデル・設計・容量・および製造者ごとに異なる可能
性があります。装置稼働時において、騒音源から 2 m 以上離れた位置で騒音環境条
件 90 dB 以下であることが、現在の日立ストレージシステムが装置安定稼働する
ための設計・製造ガイドラインとなっています。ただし、この条件は目安であっ
て、これを保証するものではありません。日立は、ストレージシステムおよびハードデ
ィスクと、消火設備および消火ベルとの両立 ( 相性 ) テストは行っていません。ま
た、日立はそれらの推奨および相性についての提案はいたしません。顧客殿の責任
にお いて、その地域もしくは国の規制に従って頂く必要があります。
不必要な I/O エラーやストレージシステム中のハードディスクへのダメージを防
ぐために、日立は下記を推奨いたします。

(1) ストレージシステム中のハードディスクへのノイズ緩和用に、ラック
メーカ等で提供している静音構造体 ( ダクト ) 等を取り付けてくださ
い。( 日立ストレージ製品としては、静音構造体を提供していませ
ん。)
(2) ストレージシステム中のハードディスクを騒音から守るための静音ノ
イズについては、消火設備の製造者に相談してください。
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(3) ストレージシステムを消火ベルのような騒音源から可能な限り離して
設置してください。
(4) 消火設備作動時において人身傷害なく安全に実施可能であれば、スト
レージシステム中のハードディスクへのダメージやデータロスを回避
するために、ストレージシステムを計画停止してください。
消火設備や消火ベルの騒音によるハードディスクへのダメージについては、ハード
ディスクの保証対象外です。
*7: 腐食性ガスについては ANSI/ISA 71.04 の Level G1 の規定内であること。
*8: 許容される最高高度条件に対応しており、ASHRAE ( 米国暖房冷凍空調学会 ) 2011
Thermal Guidelines Class A3 に準拠し、環境温度・高度条件は最大 40 ℃ @ 950 m
(3000ft) から 28 ℃ @ 3050 m (10000ft)。
ただし、許容環境温度は 950 m から 175 m 上昇する毎に 1 ℃減となる。
*9: 許容される最高高度条件に対応しており、ASHRAE ( 米国暖房冷凍空調学会 ) 2011
Thermal Guidelines Class A2 に準拠し、環境温度・高度条件は最大 35 ℃ @ 950 m
(3000ft) から 28 ℃ @ 3050 m (10000ft)。
ただし、許容環境温度は 950 m から 300 m 上昇する毎に 1 ℃減となる。
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5-3-2 機械的環境条件
本装置は、データセンターなどのコンピュータルームへの設置を推奨しており、鉄道振動
や空調室外機などの継続的な振動が極力加わらない場所への設置を推奨致します。また、
機械的環境条件を満たすために、顧客による耐震・免震設備の準備が必要な場合がありま
す。

表 5-5 機械的環境条件
項目
動作時
振動に対する保証値*1*2 0.25Grms, 5-500Hz, 30分

非動作時
0.6Grms, 3-500Hz, 30分

衝撃に対する保証値*2

5G, 11ms 3軸方向、
10G, 6ms 3軸方向、
および10G, 11ms 落下方向

－

*1：工事やその他の理由により装置に定常的に加わり続ける振動。
*2：装置各シャーシ／ドライブボックス単体に対する保証値です。日立が提供するラックレ
ールオプションを使用し、装置が適切に固定された場合に動作保証します。仕様値以上の
振動が加わった場合に装置を継続稼働させるためには、耐震・免震設備により装置に加わ
る加速度を仕様値以下に減衰させる必要があります。また、一般的な19インチラックで
は、ラックの水平方向振幅が低い位置より高い位置の方が大きくなる傾向があるので、装
置はラックの下側から詰めて搭載することを推奨します。装置稼働中に、ラックフレーム
および装置を移動させた場合は、動作保証できません。
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ご利用者各位
〒259-1392
神 奈 川 県 秦 野 市 堀 山 下 １ 番 地
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