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はじめに (G)

このユーザーズガイドでは、Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードの取り付けおよ
び構成の詳細な手順について説明します。また、カードの取り付けおよび保守に関す
る情報も記載します。このドキュメントは、技術者、システム管理者、承認サービス
プロバイダ (ASP)、およびハードウェアの障害追跡と交換についての高度な経験を持
つユーザーを対象としています。

注 – 具体的な取り付け手順については、使用するシステムの『設置マニュアル』を
参照してください。サーバーでの Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードの制限およ
び使用方法については、使用するサーバーの最新版の『ご使用にあたって』を参照し
てください。

この章は、次の節で構成されています。

■ vii ページの「UNIX コマンド」

■ viii ページの「シェルプロンプトについて」

■ viii ページの「関連マニュアル」

■ viii ページの「マニュアル、サポート、およびトレーニング」

■ ix ページの「Sun 以外の Web サイト」

■ ix ページの「ドキュメントのフィードバック」

UNIX コマンド (C)

このドキュメントには、システムの停止、システムの起動、およびデバイスの構成な
どに使用する基本的な UNIX コマンドと操作手順に関する説明は含まれていない可
能性があります。これらについては、以下を参照してください。

■ 使用しているシステムに付属のソフトウェアドキュメント

■ 下記にある Solaris オペレーティングシステムのマニュアル

(http://docs.sun.com)
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シェルプロンプトについて (C)

関連マニュアル (C)

オンラインのドキュメントは、次の URL で参照できます。

(http://docs.sun.com/app/docs/prod/)

マニュアル、サポート、およびトレーニ
ング (C)

その他のリソースに関する情報は、次の Sun Web サイトで提供されています。

■ マニュアル (http://www.sun.com/documentation)

■ サポート (http://www.sun.com/support)

■ トレーニング (http://www.sun.com/training)

シェル プロンプト

UNIX の C シェル machine-name%

UNIX の Bourne シェルと Korn シェル $

スーパーユーザー (シェルの種類を問わない) #

用途 タイトル Part No. 形式 場所

取り付け、保守、
および構成

『Sun Flash Accelerator F20 
PCIe カードユーザーズガイド』

821-0926 PDF、
HTML

オンライン

最新情報 『Sun Flash Accelerator F20 
PCIe カードご使用にあたって』

821-1314 PDF、
HTML

オンライン
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Sun 以外の Web サイト (C)

このドキュメントで紹介する Sun 以外の Web サイトが使用可能かどうかについて
は、Sun は責任を負いません。このようなサイトやリソース上、またはこれらを経由
して利用できるコンテンツ、広告、製品、またはその他の資料についても、Sun は保
証しておらず、法的責任を負いません。また、このようなサイトやリソース上、また
はこれらを経由して利用できるコンテンツ、商品、サービスの使用や、それらへの依
存に関連して発生した実際の損害や損失、またはその申し立てについても、Sun は一
切の責任を負いません。

ドキュメントのフィードバック (C)

ドキュメントの品質改善のため、お客様からのご意見およびご要望をお待ちしており
ます。コメントは、(http://docs.sun.com) で「Feedback [+]」リンクをクリッ
クしてお送りください。

ご意見をお寄せいただく際には、下記のタイトルと Part No. を記載してください。

『Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードユーザーズガイド』、Part No. 821-0926-11
はじめに ix
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設置の準備 

次の節では、Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードの取り付けまたは保守を行う前に
必要な情報を示します。

注 – 具体的な取り付け手順については、使用するシステムの『設置マニュアル』を参
照してください。カードのサーバーへの取り付けおよび使用方法については、使用す
るサーバーの最新版の『ご使用にあたって』を参照してください。

■ 1 ページの「カードの機能について」

■ 4 ページの「出荷キットの内容」

■ 5 ページの「必要な工具類」

■ 5 ページの「安全注意事項の遵守」

■ 7 ページの「ホストシステムを更新する」

カードの機能について 
次の節では、カードの機能の概要について説明します。

■ 1 ページの「フラッシュモジュールアーキテクチャーの概要」

■ 2 ページの「エネルギーストレージモジュールの概要」

■ 3 ページの「オンボード SAS/SATA コントローラの概要」

フラッシュモジュールアーキテクチャーの概要 (C)

半導体フラッシュモジュール (FMod) アーキテクチャーは、従来のディスクベースの
ドライブテクノロジに比べて非常に高速なスループットを実現しています。FMod は
ペアで取り付け、1 つの Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードに最大 4 つの FMod 
を取り付けることができます。
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システムは各 FMod を個別のストレージボリュームとして扱います。FMod は、従来 
(プラッタベース) のハードドライブと同じツールを使用して管理します。カードを取
り付ける際、またはカードで FMod の追加または交換を行う際は、新しい各 FMod 
に対してデータの読み取りまたは書き込みを行う前に、その FMod をフォーマットす
る必要があります。カードまたは個々の FMod を、異なるオペレーティングシステム
またはファイルシステムを使用する別のサーバーに移動する場合は、新しいファイル
システムで動作するように FMod を再フォーマットする必要があります。また、半導
体フラッシュデバイスでは、従来のディスクの 512 バイトの境界ではなく、一般的に 
4K バイトの境界に合わせたブロック配置になります。パフォーマンスを最大化する
には、パーティションを 4K バイトの境界に合わせて配置する必要があります。詳細
は、次を参照してください。

http://wikis.sun.com/display/Performance/Home#Home-Flash

注 – 他のすべてのストレージメディアと同様に、カード上の FMod を再フォーマッ
トすると、FMod に格納されていたデータはすべてフォーマット処理中に破棄されま
す。

関連情報

■ 2 ページの「エネルギーストレージモジュールの概要」

■ 21 ページの「FMod の保守」

エネルギーストレージモジュールの概要 (C)

Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードにはエネルギーストレージモジュール (ESM) 
が組み込まれており、停電時でもデータの完全性が保証されます。

データは定期的に揮発性ストレージにキャッシュされます。停電が発生した場合に
は、電力を完全に失う前に、揮発性ストレージの既存のデータをフラッシュメモリー
に書き込む必要があります。適切に充電され稼働していれば、ESM は突然の電力損失
時でも、データをローカルフラッシュメモリーに書き込むことができるだけの十分な
電力を提供します。

ESM は、FMod を損傷から保護し、データの完全性を保証するために欠かせません。
また、ESM はライトバック機能用のオンボードデータキャッシュを可能にし、パ
フォーマンスを大幅に向上します。

注 – ESM がオフラインまたは充電中の場合、FMod は即時書き込み (ライトスルー) 
モード (すべてのデータを直接フラッシュメモリーに書き込むモード) で機能するた
め、書き込みパフォーマンスは大幅に低下します。書き込みパフォーマンスが大幅に
低下した場合は、ESM が正常に機能しているか確認してください。
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注意 – ESM の長期耐久性は過度の熱によって影響を受けます。すべてのデータセン
ター装置と同様に、効率的なシステムとコンポーネントの冷却管理は非常に重要で
す。具体的なサイト計画のガイドラインおよびベストプラクティスについては、使用
するサーバーの『サイト計画の手引き』および『ご使用にあたって』を参照してくだ
さい。

関連情報

■ 1 ページの「フラッシュモジュールアーキテクチャーの概要」

■ 27 ページの「ESM の保守」

オンボード SAS/SATA コントローラの概要 (C)

Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードには、オンボード LSI Logic 1068E SAS/SATA 
コントローラおよび SAS/SATA エクスパンダが組み込まれています。LSI1068E コン
トローラは、システムで最大 8 つのストレージデバイスを管理するように設定できま
す。

使用するシステム用の内蔵 SAS/SATA ケーブルセットが提供されているかどうかに
ついては、ご購入先にお問い合わせください。

関連情報

■ 15 ページの「(省略可能) オンボード SAS/SATA エクスパンダの使用」

■ 18 ページの「起動デバイスとしての SAS/SATA コントローラ」
設置の準備 3



出荷キットの内容
出荷キットには、次のコンポーネントが含まれています。

■ Sun Flash Accelerator F20 PCIe カード

■ フルハイトの PCIe ブラケット

■ 静電気防止用リストストラップ

■ 『Sun Flash Accelerator F20 PCIe Card Getting Started Guide』(画像なし)

出荷キットの内容を示す図
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必要な工具類 
カードの取り付けまたは保守には、次の工具類が必要です。

■ 静電気防止用リストストラップ 

■ 静電気防止用マット

■ プラスのねじ回し (Phillips の 1 番)

安全注意事項の遵守
この節では、装置の損傷や怪我を防ぐ方法について説明します。

■ 5 ページの「安全に関する一般情報」

■ 6 ページの「安全に関する記号」

■ 6 ページの「ESD 安全対策」

■ 7 ページの「ESD 防止対策を実施する」

安全に関する一般情報 (C)

システムを設置する際は、次のことに注意してください。

■ 装置上およびシステムに同梱のマニュアルに記載されているすべての注意事項およ
び指示に従ってください。

■ 装置上およびサーバーの安全に関する情報に記載されているすべての注意事項およ
び指示に従ってください。

■ 使用している電源の電圧や周波数が、装置の電気定格表示と一致していることを確
認してください。

■ この節で説明する静電放電に対する安全対策に従ってください。
設置の準備 5



安全に関する記号 (C)

このマニュアルで使用される記号とその意味は、次のとおりです。

注意 – 事故や装置が故障する危険性があります。事故および装置の故障を防ぐため、
指示に従ってください。

注意 – 表面は高温です。触れないでください。火傷をする可能性があります。

注意 – 高電圧です。感電や怪我を防ぐため、説明に従ってください。

ESD 安全対策 (C)

マザーボード、PCI カード、ハードドライブ、メモリーモジュールなど、静電放電 
(ESD) に弱いデバイスには、特別な対処が必要です。

注意 – 回路基板およびハードドライブには、静電気に非常に弱い電子部品が組み込ま
れています。衣服または作業環境で発生する通常量の静電気によって、これらのボー
ド上にある部品が損傷を受けることがあります。部品のコネクタエッジには触れない
でください。

注意 – この章で説明する部品の保守を行う前に、すべてのシステムの電源装置を切り
離してください。

静電気防止用リストストラップ

ESD に弱い部品を取り扱うときは、付属の静電気防止用リストストラップを着用して
ください。

静電気防止用マット

マザーボード、メモリー、その他の PCB など、ESD に弱い部品は静電気防止用マッ
ト (付属しない) の上に置いてください。
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関連情報

■ 7 ページの「ESD 防止対策を実施する」

▼ ESD 防止対策を実施する

1. 取り外し、取り付け、または交換作業中に部品を置いておくための、静電気防止
面を準備します。

プリント回路基板など、ESD に弱い部品は静電気防止用マットの上に置いてくだ
さい。次のものを静電気防止用マットとして使用できます。

■ 交換部品の梱包に使用されている静電気防止袋 

■ ESD マット

■ 使い捨て ESD マット (一部の交換部品またはオプションのシステムコンポーネ
ントに同梱)

2. 静電気防止用リストストラップを着用します。

サーバーコンポーネントの保守または取り外しを行う場合は、静電気防止用スト
ラップを手首に着用し、シャーシの金属部分に取り付けます。

関連情報

■ 6 ページの「ESD 安全対策」

▼ ホストシステムを更新する
http://docs.sun.com に掲載されている『Sun Flash Accelerator F20 PCIe カード
ご使用にあたって』(821-1314) で最新のファームウェア要件を確認してください。

● 次のいずれかの場所から、使用するシステム用のホストバスアダプタ (HBA)、ド
ライブバックプレーン、システム BIOS、または OBP/システムファームウェアの
すべてのファームウェア更新をダウンロードしてインストールします。

■ http://sunsolve.sun.com

■ http://www.sun.com/download
設置の準備 7
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カードの取り付け

次の節では、カードのサーバーへの取り付けについて説明します。

関連情報

■ 1 ページの「設置の準備」

■ 5 ページの「安全注意事項の遵守」

説明 リンク

システムにカードを取り付ける。 10 ページの「使用可能な PCIe スロットを確
認する」

11 ページの「(省略可能) フルハイトのブラ
ケットを取り付ける」

12 ページの「カードをシステムに取り付け
る」

13 ページの「FMod 配置によるパフォーマン
スの最適化」

SAS/SATA コントローラおよびエクスパン
ダを使用する (省略可能)。

15 ページの「(省略可能) オンボード 
SAS/SATA エクスパンダの使用」

18 ページの「(省略可能) SAS/SATA コント
ローラの起動デバイスとしての使用」

システムからカードを取り外す。 20 ページの「システムからカードを取り外
す」
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ハードウェアの取り付け
次の手順に従ってシステムにカードを取り付けます。

▼ 使用可能な PCIe スロットを確認する

● 使用するシステムが Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードをサポートしてお
り、適切な PCIe スロットがあることを確認します。

使用するシステムの『ご使用にあたって』を参照し、サポート情報と、システム
に該当する可能性がある制限について確認します。最大限に冷却した状態で、
カードをスロットに取り付けます。

注意 – システムおよび Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードが適切に冷却されてい
ることを確認します。Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードと他の PCIe デバイスを
混在させる場合は、その構成をシステムがサポートしていることを事前に確認してく
ださい。

関連情報

■ 11 ページの「(省略可能) フルハイトのブラケットを取り付ける」

■ 12 ページの「カードをシステムに取り付ける」

手順 説明 リンク

1. 使用するシステムが Sun Flash 
Accelerator F20 PCIe カードをサポート
しており、適切な PCIe スロットがある
ことを確認します。

10 ページの「使用可能な PCIe スロット
を確認する」

2. (省略可能) フルハイトのブラケットを取
り付けます (フルハイトの PCIe スロッ
トがあるシステムの場合のみ)。

11 ページの「(省略可能) フルハイトのブ
ラケットを取り付ける」

3. サーバーにカードを取り付けます。 12 ページの「カードをシステムに取り
付ける」

4. 最適なパフォーマンスのために FMod を
フォーマットします。

13 ページの「FMod 配置によるパフォー
マンスの最適化」

5. 保守またはアップグレードのためにカー
ドを取り外します。

20 ページの「システムからカードを取
り外す」
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▼ (省略可能) フルハイトのブラケットを取り付ける

システムによっては、フルハイトの PCIe カードのみ受け入れる場合があります。次
の手順では、フルハイトの PCIe ブラケットをカードに取り付ける方法を説明しま
す。

1. ESD 防止対策を実施します。

7 ページの「ESD 防止対策を実施する」を参照してください。

2. バックパネルブラケットの近くにある FMod を両方とも取り外します。

注 – FMod の位置を書き留めてください。各 FMod は取り外したスロットと同じス
ロットに取り付ける必要があります。

23 ページの「FMod を取り外す」を参照してください。

3. ハーフハイトのブラケットをカードから取り外します。

ブラケットをカードに固定している 2 つのプラスのねじ (Phillips の 1 番) を外し
ます。

4. フルハイトのブラケットをカードに取り付けます。

ブラケットを 2 つのプラスのねじ (Phillips の 1 番) で固定します。
カードの取り付け 11



フルハイトのブラケットの取り付け方法を示す図

5. 手順 2 で取り外した FMod を取り付けます。

注 – FMod の位置を書き留めてください。各 FMod は取り外したスロットと同じス
ロットに取り付ける必要があります。

24 ページの「FMod を取り付ける」を参照してください。

関連情報

■ 24 ページの「FMod を取り付ける」

■ 23 ページの「FMod を取り外す」

■ 12 ページの「カードをシステムに取り付ける」

▼ カードをシステムに取り付ける

1. 具体的な PCIe カードの取り付け手順については、使用するシステムの『サービス
マニュアル』および『ご使用にあたって』を参照してください。
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注 – システム起動時は、ESM の充電に約 5 分かかります。詳細は、2 ページの「エ
ネルギーストレージモジュールの概要」を参照してください。

2. 必要に応じて、システムが新しいカードを認識するように必要なコマンドを実行
します。

Solaris OS の場合は、再設定オプションに cgfadm または reboot を使用しま
す。

3. システムの OS を使用して、カードが正常に取り付けられていることを確認しま
す。

取り付けが完了すると、カード上の 4 つの FMod は 4 つのディスクリート型 SSD 
としてシステムに表示されます。

4. フラッシュテクノロジを最大限利用するようにシステムを構成します。

半導体フラッシュデバイスでは、従来のディスクの 512 バイトの境界ではなく、
一般的に 4K バイトの境界に合わせたブロック配置になります。パフォーマンスを
最大化するには、パーティションを 4K バイトの境界に合わせて配置する必要があ
ります。配置手順の例については、13 ページの「FMod 配置によるパフォーマン
スの最適化」を参照してください。

フラッシュテクノロジを使用したシステムパフォーマンスの最適化の詳細は、次
の Web ページを参照してください。

http://wikis.sun.com/display/Performance/Home#Home-Flash

関連情報

■ 13 ページの「FMod 配置によるパフォーマンスの最適化」

■ 11 ページの「(省略可能) フルハイトのブラケットを取り付ける」

FMod 配置によるパフォーマンスの最適化 (C)

最適なパフォーマンスを得るには、すべてのパーティションの開始を 4K 境界に合わ
せて配置する必要があります。適切な配置を確実に行うための処置は、システム環境
によって異なります。

SMI ラベルの付いた SPARC 環境では、確認は必要ありません。EFI ラベルの付いた 
SPARC 環境では、パーティションの開始位置が 4K 境界に配置されていることを、
format コマンドを使用して確認すれば十分です。x86 環境では、パーティションを
作成するツールが複数あるため、パーティションの開始位置が 4K 境界に配置されて
いることを確認するために使用するツールについて理解することが重要です。

次の Solaris x86 の例では、format コマンドを使用してパーティションテーブルを検
査し変更しています。
カードの取り付け 13
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注 – 4K 境界への配置についての詳細と、その他のパフォーマンスチューニングの情
報は、http://wikis.sun.com/display/Performance/Home#Home-Flash で
入手できます。

x86 環境では、パーティション境界の確認とともに、ディスクパーティション1の開始
位置が 4K 境界に配置されていることも確認する必要があります。ディスク全体を 
Solaris OS で使用するように指定している場合、ディスクパーティションはデフォル
トではシリンダ 1 から開始します。これは次のように fdisk コマンドを使用して判
断できます。

例 パーティションが 4K 境界に合わせた値で開始しているかどうかの判断

1 つのシリンダが 16065 ブロックの場合、
(16065 ブロック/シリンダ * 512 バイト/ブロック)/4096 = 2008.125 バイト
となり、これは 4K 境界に合う値ではありません。

この場合、次の 4K 境界の値は、次の計算に示すようにシリンダ 8 になります。(8 シ
リンダ * (16065 ブロック/シリンダ * 512 バイト/ブロック) / 4096 = 16065

この値は 4K 境界に合わせた値、つまり 8 で均等に割ることができる値です。

注 – ディスクが zpool に追加されると、ZFS はデフォルトでシリンダ 0 で開始する
パーティションを作成するため、4K 境界に合わせた配置となります。ZFS を使用す
る場合は、チューニングは必要ありません。

個々のパーティションが 4K 境界に合わせて作成されていることを確認します。これ
には、format コマンドを使用して、パーティション境界を検査し変更します。4K 境
界は、format と fdisk の両方で設定する必要があります。

1. ここでのディスクパーティションとは、Sun Flash Accelerator F20 PCIe FMod 上のパーティションを意味し
ます。

# fdisk /dev/rdsk/c0t13d0p0
Total disk size is 2987 cylinders
Cylinder size is 16065 (512 byte) blocks

Cylinders
Partition Status Type Start End Length %
====== ====== ====== ===== === ====== ===
 1  Solaris2 1 2986 2986 100
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設定が完了すると、パーティションは次の例のようになります。

例 パーティションが 4K 境界に合わせた値で開始していることの確認

一度 fdisk パーティションを配置すると、これ以上の調整は必要ありません。

(省略可能) オンボード SAS/SATA エクス
パンダの使用
この節では、カードの内蔵システムバックプレーンへの接続について説明します。

■ 15 ページの「オンボード SAS/SATA エクスパンダの構成」

■ 16 ページの「内蔵 SAS/SATA ケーブルを接続する」

関連情報

■ 3 ページの「オンボード SAS/SATA コントローラの概要」

■ 10 ページの「ハードウェアの取り付け」

■ 18 ページの「(省略可能) SAS/SATA コントローラの起動デバイスとしての使用」

■ 45 ページの「コネクタのピン配列」

オンボード SAS/SATA エクスパンダの構成 (C)

内蔵システムバックプレーンのあるシステムでは、オプションの SAS/SATA ケーブ
ルキットを使用して Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードを接続できます。内蔵シ
ステムバックプレーンにカードを接続すると、次の場合に有用です。

■ デフォルトのシステム SATA コントローラをバイパスし、デフォルトのシステム構
成でサポートされていない可能性がある機能を追加する場合。

■ 追加の PCIe スロットを使い切ることなく、既存の PCIe ベースの SAS/SATA コン
トローラを交換して、半導体デバイスの機能を追加する場合。

# fdisk /dev/rdsk/c0t13d0p0
Total disk size is 2987 cylinders
Cylinder size is 16065 (512 byte) blocks

Cylinders
Partition Status Type Start End Length %
====== ====== ====== ===== === ====== ===
 1  Active Solaris2 8  2986 2979 100
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■ Sun Flash Accelerator F20 PCIe カード上のいずれかの FMod を起動デバイスとし
て使用する場合。

注 – Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードは手動で起動デバイスとして設定する必
要があります。この機能はデフォルトでは無効になっています。具体的な手順は、19 
ページの「SAS/SATA コントローラを起動デバイスとして設定する (x86 システム)」
を参照してください。

オンボード SAS/SATA エクスパンダは、外部デバイスを最大 8 個まで制御できま
す。Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードに接続されたすべてのデバイスは、オン
ボード SAS/SATA コントローラによって自動的に検出され、通常のストレージボ
リュームとして構成し管理できるようになります。ただし、オンボード SAS/SATA 
エクスパンダを使用すると、エクスパンダが追加のデバイストラフィックを管理する
ようになるため、FMod のパフォーマンスが低下します。

注 – 内蔵バックプレーンを使用する接続のみがサポートされます。Sun Flash 
Accelerator F20 PCIe カードは、個別のデバイスへの直接接続はサポートしていませ
ん。また、ハードウェア RAID はサポートされていません。

使用するシステムの内蔵ケーブルおよび接続を識別するには、使用するシステムの
『サービスマニュアル』を参照してください。

推奨される PCIe スロット位置など、具体的な取り付けガイドラインについては、使
用するシステムの最新版の『ご使用にあたって』を参照してください。

具体的なケーブルルーティングのガイドラインについては、内蔵 SAS/SATA ケーブ
ルキットに付属のドキュメントを参照してください。

関連情報

■ 3 ページの「オンボード SAS/SATA コントローラの概要」

▼ 内蔵 SAS/SATA ケーブルを接続する 

注 – カードをシステムの内蔵バックプレーンに接続するために、内蔵 SAS/SATA 
ケーブルキットが必要になる場合があります。詳細は、ご購入先にお問い合わせくだ
さい。

オンボード SAS/SATA コントローラをシステムバックプレーンとともに使用するに
は、この作業を実施してください。
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1. ESD 防止対策を実施します。

7 ページの「ESD 防止対策を実施する」を参照してください。

2. これまで使用していた SAS または SATA 接続から、オンボード SAS/SATA ケーブ
ルを取り外します。

具体的な手順については、システムの『サービスマニュアル』、またはこれまで
使用していた SAS/SATA コントローラのドキュメントを参照してください。

3. カード上の内蔵 SATA コネクタガードを取り外します。

ばね式のクリップを同時に押して、ガードをコネクタから抜きます。

4. 内蔵 SATA ケーブルをカードの SATA コネクタに接続します。

内蔵 SAS/SATA ケーブルをカードに接続する方法を示す図
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(省略可能) SAS/SATA コントローラの起
動デバイスとしての使用
この節では、カードのオンボードコントローラを起動デバイスとして設定する方法に
ついて説明します。

■ 18 ページの「起動デバイスとしての SAS/SATA コントローラ」

■ 19 ページの「SAS/SATA コントローラを起動デバイスとして設定する (SPARC シ
ステム)」

■ 19 ページの「SAS/SATA コントローラを起動デバイスとして設定する (x86 システ
ム)」

関連情報

■ 15 ページの「(省略可能) オンボード SAS/SATA エクスパンダの使用」

■ 34 ページの「SAS/SATA コントローラファームウェアの更新」

起動デバイスとしての SAS/SATA コントローラ (C)

デフォルトでは、Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードは起動不可のデバイスとして
設定されています。

SPARC ベースのシステムでは、Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードに接続されて
いるデバイスは、FMod を含めて、従来の Solaris ツールおよびユーティリティーを
使用して構成および管理することができます。

また、従来の Solaris ツールおよびユーティリティーを使用して、FMod を起動デバ
イスとして設定することもできます。追加のファームウェア構成は必要ありません。

x86 ベースのシステムでは、Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードを起動デバイスと
して使用するには、SAS 構成ユーティリティーを使用してカードを構成する必要があ
ります。システムによっては、追加の構成手順が必要になる場合があります。具体的
な構成手順については、使用するサーバーの『ご使用にあたって』を参照してくださ
い。
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▼ SAS/SATA コントローラを起動デバイスとして設
定する (SPARC システム) 
● SPARC システムでは、従来の Solaris ベースのツールを使用して、SAS/SATA コ

ントローラを起動デバイスとして設定することができます。

詳細は、使用する Solaris のドキュメントを参照してください。

▼ SAS/SATA コントローラを起動デバイスとして設
定する (x86 システム)
Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードは手動で起動デバイスとして設定する必要があ
ります。次の手順を使用して、x86 システムで SAS/SATA コントローラを起動デバイ
スとして設定します。

注 – Sun Flash Accelerator F20 PCIe の SAS/SATA コントローラを認識させるため
に、システムの BIOS 設定の編集が必要になる場合があります。詳細は、使用するシ
ステムのドキュメントを確認してください。

1. システムコンソールまたは ILOM コマンドを使用して、システムの電源を入れま
す。

2. 起動プロセス中、次のコンソールメッセージに注意します。

3. Control+C を押して起動プロセスを中断し、SAS 構成ユーティリティーを起動
します。

4. 画面上の指示に従って、次の作業を行います。

■ 起動順序の変更

■ 一次起動デバイスの選択

5. オンボード SAS/SATA コントローラに次のいずれかのオプションを設定します。

■ 内蔵ケーブルを使用していない場合、「Maximum INT Devices for this 
Adapter」を 4 に設定し、カードのいずれかの FMod を起動デバイスとして使
用します。

LSI Corporation MPT SAS BIOS
MPTBIOS-6.26.00.00 (2008.10.14)
Copyright 2000-2008 LSI Corporation

Please wait, invoking SAS Configuration Utility.
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■ オンボード SAS/SATA コントローラを使用して内蔵ケーブルキットに接続さ
れている追加の内蔵デバイスを駆動している場合、「Maximum INT Devices 
for this Adapter」を最大 20 または 24 (16 ディスクバックプレーンの場合は 
20、20 ディスクバックプレーンの場合は 24) に設定し、接続されているいずれ
かのデバイスを起動デバイスとして設定します。

▼ システムからカードを取り外す
● PCIe カードの具体的な取り外し手順については、使用するシステムの『サービス

マニュアル』および『ご使用にあたって』を参照してください。
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カードの保守

この節では、カードの保守について説明します。

■ 21 ページの「FMod の保守」

■ 27 ページの「ESM の保守」

■ 31 ページの「FMod ファームウェアの更新」

■ 34 ページの「SAS/SATA コントローラファームウェアの更新」

■ 38 ページの「カードを交換する」

■ 39 ページの「カードの LED」

FMod の保守
この節では、FMod の保守手順について説明します。

■ 22 ページの「ソフトウェアを使用して FMod を検出する」

■ 23 ページの「FMod を取り外す」

■ 24 ページの「FMod を取り付ける」

■ 26 ページの「FMod の物理的な位置」

関連情報

■ 1 ページの「フラッシュモジュールアーキテクチャーの概要」

■ 5 ページの「必要な工具類」

■ 6 ページの「安全に関する記号」

■ 6 ページの「ESD 安全対策」

■ 31 ページの「FMod ファームウェアの更新」
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▼ ソフトウェアを使用して FMod を検出する

次の手順では、OS から FMod を検出する方法について説明します。カード上の 
FMod を物理的に確認するには、ラベルを使用します。26 ページの「FMod の物理的
な位置」を参照してください。

● OS からハードディスクドライブ (HDD) を検出する場合と同様の方法で、FMod 
を検出します。

■ Solaris の場合、format、firmwareflash、dmesg、raidctl、または同様
のコマンドを使用して FMod を検出します。

たとえば、次のように入力します。

この例では、FMod はコントローラ 2 のターゲット番号 0 - 3 で検出されまし
た。FMod のターゲット番号は常に 0 - 3 です。この番号はカードのラベルと一
致しています。

■ Linux の場合は、検出を行うのにルートアクセスが必要で、Linux ディストリ
ビューションによっては sg3_utils パッケージをインストールする必要があ
ります。

fdisk、parted、dmesg、lsscsi、lspci または同様のコマンドを使用して 
FMod を検出します。

■ Windows の場合は、Device Manager または Disk Manager を使用して FMod 
を検出します。

関連情報

■ 23 ページの「FMod を取り外す」

■ 24 ページの「FMod を取り付ける」

■ 26 ページの「FMod の物理的な位置」

# format
Searching for disks...done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c2t0d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63> 

pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@0,0 
1. c2t1d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63> 

pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@1,0 
2. c2t2d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63> 

pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@2,0 
3. c2t3d0 <DEFAULT cyl 2984 alt 2 hd 255 sec 63> 

pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@3,0 
Specify disk (enter its number):
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▼ FMod を取り外す

1. ESD 防止対策を実施します。

7 ページの「ESD 防止対策を実施する」を参照してください。

2. システムからカードを取り外します。

下の FMod の保守を行う場合は、まず上の FMod を取り外します。

a. カード上の各 FMod の位置を書き留めます。

カードの保守を行なった後も一貫性のあるデバイスアドレスを維持するため
に、FMod を元の場所に取り付ける必要があります。

b. FMod を取り外す前に、固定クリップのねじを少し緩めます。

クリップの破損を防止するために、クリップのねじを 1 - 2 回転させます。

c. ゆっくりと 3 つの固定レバーを FMod から外します。

d. FMod を垂直に引き上げ、カードから外します。
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カードから FMod を取り外す方法を示す図

3. FMod を静電気防止用マットの上に置きます。

関連情報

■ 1 ページの「フラッシュモジュールアーキテクチャーの概要」

■ 22 ページの「ソフトウェアを使用して FMod を検出する」

■ 26 ページの「FMod の物理的な位置」

▼ FMod を取り付ける

注 – 一貫性のあるデバイスアドレスを維持するために、各 FMod を元の場所に取り
付ける必要があります。
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1. ESD 防止対策を実施します。

7 ページの「ESD 防止対策を実施する」を参照してください。

2. クリップの破損を防止するために、取り付ける FMod の固定クリップのねじを 1- 
2 回転緩めます。

固定クリップのねじはカードの底面にあります。

3. FMod コネクタを、カードの対応するコネクタに押し込みます。

注 – FMod 1 を交換した場合、ESM ケーブルが FMod 1 と FMod 0 の間を通っている
ことを確認します。

カードに FMod を取り付ける方法を示す図

4. 上の FMod を交換するために下の FMod を取り外した場合は、この時点で上の 
FMod を交換します。
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5. FMod の固定クリップのねじを締め付けて、新しい FMod を固定します。

6. カードをシステムに取り付けます。

手順については、使用するシステムの『サービスマニュアル』および『ご使用に
あたって』を参照してください。

7. システムの OS を使用して、カードが正常に取り付けられていることを確認しま
す。

正常に取り付けられた FMod は、ディスクリート型 SSD としてシステムに表示さ
れます。

たとえば、Solaris OS の場合は、format コマンドを使用します。

8. FMod ファームウェアを更新します。

31 ページの「FMod ファームウェアの更新」を参照してください。

関連情報

■ 1 ページの「フラッシュモジュールアーキテクチャーの概要」

■ 26 ページの「FMod の物理的な位置」

■ 22 ページの「ソフトウェアを使用して FMod を検出する」

FMod の物理的な位置 (R)

カード上のラベルを使用して、FMod の位置を確認します。

# format
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
 0. c2t0d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>
 /pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@0,0 
 1. c2t1d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>
 /pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@1,0
 1. c2t2d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>
 /pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@2,0
 1. c2t2d0 <DEFAULT cyl 2985 alt 2 hd 255 sec 63>
 /pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@3,0
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図: FMod の位置

FMod ラベルの図

ESM の保守
この節では、ESM の保守手順について説明します。

■ 28 ページの「ESM を取り外す」

■ 29 ページの「ESM を取り付ける」

関連情報

■ 1 ページの「フラッシュモジュールアーキテクチャーの概要」

■ 6 ページの「ESD 安全対策」

■ 31 ページの「FMod ファームウェアの更新」

■ 39 ページの「カードの LED」
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▼ ESM を取り外す 
1. ESD 防止対策を実施します。

7 ページの「ESD 防止対策を実施する」を参照してください。

2. カードをシステムから取り外し、静電気防止用マットの上に置きます。

手順については、使用するシステムの『サービスマニュアル』および『ご使用に
あたって』を参照してください。

3. FMod0 をカードから取り外します。

23 ページの「FMod を取り外す」を参照してください。

注 – ESM ケーブルを取り扱うには、FMod0 を取り外す必要があります。

4. ESM ケーブルをカードのコネクタ J803 から取り外します。

5. カードの裏面にある 2 つの固定ピンを外します。

a. 各固定ピンから、まず中央のピンを外します。

b. 次に、各固定ピンの外側部分を外します。

6. ESM アセンブリ (ESM シュラウドおよび ESM) をスライドさせてカードから取り
外します。

FMod3 に当たらないように、慎重に ESM をスライドさせてカードから取り外し
ます。
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カードから ESM を取り外す方法を示す図

7. ESM シュラウドを ESM から取り外します。

関連情報

■ 2 ページの「エネルギーストレージモジュールの概要」

■ 29 ページの「ESM を取り付ける」

■ 21 ページの「FMod の保守」

▼ ESM を取り付ける 
1. ESD 防止対策を実施します。

7 ページの「ESD 防止対策を実施する」を参照してください。
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2. FMod0 が取り付けられている場合は、これを取り外します。

23 ページの「FMod を取り外す」を参照してください。

3. ESM をシュラウドで覆います。

これで ESM アセンブリが形成されます。

4. ESM アセンブリをボードの横に置き、ゆっくりとカードの上にスライドさせま
す。

シュラウドの固定ピンの穴をカードの固定ピンの穴に合わせて、正しい位置に取
り付けます。

注 – FMod3 に当たらないように、慎重に ESM アセンブリをスライドさせて、所定の
位置に取り付けます。

カードに ESM を取り付ける方法を示す図

5. 2 つの固定ピンを、カードの裏面から取り付けます。

a. まず、各固定ピンの外側部分を取り付けます。

b. 次に、各固定ピンの中央部分を取り付けます。
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6. ESM プラグをカード上の J803 に接続します。

ESM ケーブルを固定クリップの周囲に配線し、FMod0 と FMod1 の間を通るよう
にします。

7. 手順 2 で FMod0 を取り外した場合は取り付けます。

24 ページの「FMod を取り付ける」を参照してください。

8. カードをシステムに取り付けます。

手順については、使用するシステムの『サービスマニュアル』および『ご使用に
あたって』を参照してください。

関連情報

■ 2 ページの「エネルギーストレージモジュールの概要」

■ 28 ページの「ESM を取り外す」

■ 21 ページの「FMod の保守」

FMod ファームウェアの更新
FMod ファームウェアの更新が必要になる場合があります。『Sun Flash Accelerator 
F20 PCIe カードご使用にあたって』の最新版と、使用するシステムの『ご使用にあ
たって』の最新版を確認し、FMod ファームウェアの更新が必要かどうかを判断しま
す。

この節では、FMod ファームウェアの更新手順について説明します。

■ 33 ページの「FMod ファームウェアを更新する (Solaris OS)」

■ 34 ページの「FMod ファームウェアを更新する (Windows および Linux OS)」

関連情報

■ 34 ページの「SAS/SATA コントローラファームウェアの更新」

■ 1 ページの「フラッシュモジュールアーキテクチャーの概要」

■ 21 ページの「FMod の保守」

FMod ファームウェアの更新 (Solaris OS) (G)

この節では、Solaris システム上のファームウェアの更新について説明します。

■ 32 ページの「ファームウェア更新ユーティリティーをインストールする (Solaris 
OS)」
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■ 33 ページの「FMod ファームウェアを更新する (Solaris OS)」

▼ ファームウェア更新ユーティリティーをインストールする 
(Solaris OS)

1. Sun ダウンロードセンターから、Sun Firmware Flash Utility 1.8 以上をダウン
ロードします。

http://www.sun.com/download/index.jsp?cat=
Hardware%20Drivers&tab=3&subcat=
x64%20Servers%20%26%20Workstations 

または、Sun ダウンロードセンターで「Sun firmware flash utility」を検
索します。

注 – 必要に応じて、Flash Utility のサポートに必要なすべてのパッチをロードしま
す。

2. Sun Firmware Flash Utility を展開します。

3. Sun Firmware Flash Utility をインストールします。

関連情報

33 ページの「FMod ファームウェアを更新する (Solaris OS)」

# tar -xvf SUNWfirmwareflash.i386.tar
x SUNWfirmwareflash, 0 bytes, 0 tape blocks^M
x SUNWfirmwareflash/pkgmap, 3723 bytes, 8 tape blocks^M
x SUNWfirmwareflash/pkginfo, 468 bytes, 1 tape blocks^M
x SUNWfirmwareflash/install, 0 bytes, 0 tape blocks^M
x SUNWfirmwareflash/install/checkinstall, 949 bytes, 2 tape blocks
...
x SUNWfirmwareflash/README, 6634 bytes, 13 tape blocks

# pkgadd -d . SUNWfirmwareflash
Solaris generic firmware flashing tool(i386) 11.10.0,REV=
2009.08.04.10.09
Installing Solaris generic firmware flashing tool as 
<SUNWfirmwareflash>
...
Installation of <SUNWfirmwareflash> was successful.
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▼ FMod ファームウェアを更新する (Solaris OS)

注 – ファームウェア更新中の状態を表示するには、コンソール接続を使用します。

1. Sun Firmware Flash Utility をダウンロードし、インストールします。

32 ページの「ファームウェア更新ユーティリティーをインストールする (Solaris 
OS)」を参照してください。

2. カードのすべての I/O 機能を停止します。

3. FMod を検出するには、次のように入力します。

注 – この例は、1 つの FMod がホストにどのように表示されるかを示しています。取
り付けられたすべての FMod を更新してください。

4. ファームウェアの README ファイルに記載されている手順に従って、ファーム
ウェアを更新します。

たとえば、次のように入力します。

各 FMod に対して更新コマンドを繰り返します。

# /usr/bin/firmwareflash -l
List of available devices:
Device[16]    
/devices/pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@0,0:c,raw

Class [sd]                    /dev/rdsk/c4t0d0s2
 Vendor                  : MARVELL

Product                 : SD88SA02
Firmware revision       : DP01
Inquiry Serial Number   : 0919M00LB1
GUID                    : (not supported)

# firmwareflash -d 
/devices/pci@7c,0/pci10de,378@b/pci1000,1000@0/sd@0,0:c,raw \

-f /var/tmp/DP02.BIN 
firmwareflash: RETURN STATUS: Status: GOOD (success)
firmwareflash: Note: For flash based disks (SSD, etc). You may need 
power off the system to wait a few minutes for supercap to fully 
discharge, then power on the system again to activate the new 
firmware
firmwareflash: New firmware will be activated after you reboot
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5. システムの電源を切ります。

6. 2 分以上待ちます。

7. システムの電源を入れて、新しいファームウェアを起動します。

8. 新しい FMod ファームウェアが正常にインストールされたことを確認します。次
のように入力します。

この例では、ファームウェアのバージョンが DP01 から DP02 に正常に更新されま
した。

関連情報

■ 1 ページの「フラッシュモジュールアーキテクチャーの概要」

■ 32 ページの「ファームウェア更新ユーティリティーをインストールする (Solaris 
OS)」

▼ FMod ファームウェアを更新する (Windows およ
び Linux OS)
● Windows または Linux システムを使用した FMod ファームウェアの更新について

は、『Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードご使用にあたって』を確認してくだ
さい。

SAS/SATA コントローラファームウェア
の更新 
この節では、コントローラファームウェアの更新手順について説明します。

■ 35 ページの「SAS/SATA コントローラファームウェアを更新する (Solaris OS)」

■ 36 ページの「SAS/SATA コントローラファームウェアを更新する (Linux OS)」

■ 37 ページの「SAS/SATA コントローラファームウェアを更新する (Windows)」

# raidctl -l -g FMod-device-name controller-name 
Disk    Vendor  Product         Firmware        Capacity        Status  HSP
----------------------------------------------------------------------------
0.0.0   ATA     MARVELL SD88SA0 DP02  22.8G           GOOD    N/A
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関連情報

■ 31 ページの「FMod ファームウェアの更新」

■ 3 ページの「オンボード SAS/SATA コントローラの概要」

■ 15 ページの「(省略可能) オンボード SAS/SATA エクスパンダの使用」

▼ SAS/SATA コントローラファームウェアを更新す
る (Solaris OS)

注 – ファームウェア更新中の状態を表示するには、コンソール接続を使用します。

1. LSI の Web サイト http://www.lsi.com/support/sun/ から、最新のファー
ムウェアをダウンロードします。

最新のファームウェアのバージョンについては、『Sun Flash Accelerator F20 
PCIe カードご使用にあたって』を確認してください。

2. カードのすべての I/O 機能を停止します。

3. radictl または同様のコマンドを使用して、コントローラを検出します。

たとえば、次のように入力します。

4. raidctl -F コマンドを使用して LSI1068E コントローラファームウェアを更新
し、画面に表示される指示に従います。

# raidctl
Controller: 4
Disk: 0.0.0
Disk: 0.1.0
Disk: 0.2.0
Disk: 0.3.0

# raidctl -l 4 
Controller      Type            Version
----------------------------------------
c2              LSI_1068E       1.27.03.00
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注 – raidctl -F コマンドの詳細は、raidctl(1M) のマニュアルページを参照して
ください。

たとえば、次のように入力します。

5. ファームウェアの更新をインストールしたら、システムの電源を切ります。

6. システムの電源を入れて、新しいファームウェアを起動します。

7. 新しいコントローラファームウェアが正常にインストールされたことを確認しま
す。次のように入力します。

関連情報

■ 3 ページの「オンボード SAS/SATA コントローラの概要」

▼ SAS/SATA コントローラファームウェアを更新す
る (Linux OS)

注 – ファームウェア更新中の状態を表示するには、コンソール接続を使用します。

1. カードのすべての I/O 機能を停止します。

2. LSI の Web サイト http://www.lsi.com/support/sun/ から、最新のファー
ムウェアをダウンロードします。

最新のファームウェアのバージョンについては、『Sun Flash Accelerator F20 
PCIe カードご使用にあたって』を確認してください。

# raidctl -F new-firmware-file.fw 4
Update flash image on controller 4 (yes/no)? yes
Start updating controller c4 firmware....
ROM image contains MPT firmware version 1.27.03
Update controller c4 firmware successfully.

# raidctl -l 4
Controller      Type            Version
---------------------------------------------------------------
c4              LSI_1068E       1.27.03.00
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3. LSI の Web サイトから、sasflash ユーティリティーをダウンロードします。

どのコントローラにも汎用の sasflash ユーティリティーがあります。次に例を
示します。

http://www.lsi.com/support/sun/

4. sasflash ユーティリティーを使用して、LSI1068E ファームウェアを更新しま
す。

5. ファームウェアの更新をインストールしたら、システムの電源を切ります。

6. システムの電源を入れて、新しいファームウェアを起動します。

7. 新しいコントローラファームウェアが正常にインストールされたことを確認しま
す。

関連情報

■ 3 ページの「オンボード SAS/SATA コントローラの概要」

▼ SAS/SATA コントローラファームウェアを更新す
る (Windows)

注 – ファームウェア更新中の状態を表示するには、コンソール接続を使用します。

1. カードのすべての I/O 機能を停止します。

2. LSI の Web サイト (http://www.lsi.com/support/sun/) から、最新の
ファームウェアをダウンロードします。

最新のファームウェアのバージョンについては、『Sun Flash Accelerator F20 
PCIe カードご使用にあたって』を確認してください。

3. LSI の Web サイトから、sasflash ユーティリティーをダウンロードします。

どのコントローラにも汎用の sasflash ユーティリティーがあります。次に例を
示します。

http://www.lsi.com/support/sun/

4. sasflash を使用して、LSI1068E ファームウェアを更新します。

5. ファームウェアの更新をインストールしたら、システムの電源を切ります。
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6. システムの電源を入れて、新しいファームウェアを起動します。

7. 新しいコントローラファームウェアが正常にインストールされたことを確認しま
す。

関連情報

■ 3 ページの「オンボード SAS/SATA コントローラの概要」

▼ カードを交換する
交換用のカードには、FMod または ESM は付いていません。障害の発生したカード
を交換する場合は、これらのコンポーネントを新しいカードに移動する必要がありま
す。

1. ESD 防止対策を実施します。

7 ページの「ESD 防止対策を実施する」を参照してください。

2. カードをシステムから取り外し、静電気防止用マットの上に置きます。

手順については、使用するシステムの『サービスマニュアル』および『ご使用に
あたって』を参照してください。

3. これまで使用していたカードから、すべての FMod を取り外します。

23 ページの「FMod を取り外す」を参照してください。

注 – 各 FMod の位置を書き留めます。適切なデバイスマッピングを保持するため、
各 FMod を新しいカード上の同じ場所に再度取り付ける必要があります。

4. これまで使用していたカードから、ESM を取り外します。

28 ページの「ESM を取り外す」を参照してください。

5. ESM を新しいカードに取り付けます。

29 ページの「ESM を取り付ける」を参照してください。

6. すべての FMod を新しいカードに取り付けます。

24 ページの「FMod を取り付ける」を参照してください。

適切なシステムマッピングを保持するため、各 FMod をこれまで使用していた
カードと同じ場所に取り付けます。
38 Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードユーザーズガイド • 2010 年 4 月



7. 新しいカードをシステムに取り付けます。

手順については、使用するシステムの『サービスマニュアル』および『ご使用に
あたって』を参照してください。

関連情報

■ 23 ページの「FMod を取り外す」

■ 28 ページの「ESM を取り外す」

■ 29 ページの「ESM を取り付ける」

カードの LED
カードの LED を使用して、カードの状態を判断します。

LED アイコン 説明

FMod 3、2、
1、0
(緑色)

FMod • 点灯 – 対応する FMod が存在します。

• 点滅 – 対応する FMod で読み取りまたは書き込みが行われています。

• 消灯 – システムの電源が入っていないか、対応するスロットに FMod が存在し
ません。

ESM OK LED

(緑色)
OK 
ア
イ
コ

ンを示す図

• 消灯 － システムは正常に動作していません。システムの電源が入っていない
可能性があります。

• 常時点灯 – ESM は適切に充電され、停電時にデータの完全性を保持するのに
十分な緊急電力を供給することが可能です。保守作業は必要ありません。

• 高速点滅 – ESM は充電中です (約 5 分)。保守作業は必要ありません。

ESM 保守要求 
LED

(オレンジ色)

E
S
M
 
保

守要求 LED 
を示す図

点灯 – ESM はライトバックモードをサポートできるだけの予備電力を保持して
いません。カードは即時書き込み (ライトスルー、キャッシュ) モードで機能して
います。保守が必要です。

電源 LED PWR 点灯 – システムに電源が入っています。
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図: LED の場所

LED の付いたカードの背面版を示す図

関連情報

■ 41 ページの「カードのトラブルシューティング」

■ 21 ページの「FMod の保守」

■ 27 ページの「ESM の保守」
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カードのトラブルシューティング

関連情報

■ 39 ページの「カードの LED」

■ 27 ページの「ESM の保守」

■ 21 ページの「FMod の保守」

表: Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードのトラブルシューティング

問題 考えられる原因 操作

1 つの FMod が OS で表示されなく
なった。

FMod の障害。 障害の発生した HDD を検出する場合と同様に、OS 
から障害の発生した FMod を検出します。FMod の
ターゲット番号は常に 0 - 3 で、これらの番号はカード
の FMod ラベルに対応しています。

カードが OS に表示されなくなっ
た。

カードの障害。 障害の発生した PCIe カードを検出する場合と同様
に、OS を使用して障害の発生したカードを検出しま
す。カードの交換手順および ESM と FMod の新しい
カードへの移動の手順については、38 ページの「カー
ドを交換する」を参照してください。

I/O パフォーマンスが急激に低下し
ている。

ESM の障害。 カードの LED を確認します。オレンジ色の ESM 保守
要求 LED が点灯している場合、ESM を交換します。
27 ページの「ESM の保守」を参照してください。

I/O パフォーマンスが遅い。 FMod が正しく配
置されていない。

FMod のパーティションを 4K 境界に合わせて開始す
るように設定します。13 ページの「FMod 配置による
パフォーマンスの最適化」を参照してください。

I/O パフォーマンスが遅い。 オンボード 
SAS/SATA エクス
パンダを外部デバ
イスに接続してい
る。

オンボードエクスパンダを外部デバイスに接続する
と、エクスパンダが管理するトラフィックが増加する
ため、FMod のパフォーマンスが遅くなることがあり
ます。15 ページの「オンボード SAS/SATA エクスパ
ンダの構成」を参照してください。
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仕様

次の節では、カードの仕様について説明します。

■ 43 ページの「物理的な寸法」

■ 44 ページの「環境仕様」

■ 44 ページの「電気仕様」

■ 45 ページの「コネクタのピン配列」

物理的な寸法
Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードは、PCI ロープロファイル MD2 仕様に準拠し
ています。

仕様 寸法

高さ 2.6 インチ (67 mm)

奥行 6.6 インチ (167 mm)
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環境仕様

注 – ESM を取り付けている場合は、周囲温度が 40 °C (104 °F) を超えないようにす
る必要があります。具体的なサイト計画のガイドラインおよびベストプラクティスに
ついては、使用するサーバーの『サイト計画の手引き』および『ご使用にあたって』
を参照してください。

電気仕様

仕様 測定値

強制的な通気がない場合の周囲温度 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

強制的な通気がある場合の周囲温度 (推奨) 0 - 55 °C (32 - 131 °F) 

相対湿度 10 - 90%、結露なし

高度 最高 9840 フィート (3,000 m)

仕様

DC 電源要件 PCI Express、DC 電圧 3.3 V ± 5%、12 V ± 8%

AC 消費電力 16.5 W (ASIC 負荷が低下したとき充電)
17 W (ASIC 負荷が 100% のとき充電を完了)
21 W (ASIC 負荷が 100% のとき充電)

電流要件 2.0 A @ 3.3 VDC、1.0 A @ 12.0 VDC
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コネクタのピン配列
ポートには 2 種類あります。ナローリンク経由で通信し、送受信ペアを 1 つしか含ま
ないナローポートと、ワイドリンク経由で通信し、複数の送受信ペアを含むワイド
ポートです。これらのポートは PHY 層に存在し、リンクは物理層に存在します。

注 – SAS または SATA ドライブへの直接接続は、サポートされていません。

関連情報

■ 3 ページの「オンボード SAS/SATA コントローラの概要」

■ 15 ページの「(省略可能) オンボード SAS/SATA エクスパンダの使用」

信号名 物理リンク 1 本 物理リンク 2 本 物理リンク 3 本 物理リンク 4 本

Rx 0+ S1 S1 S1 S1 

Rx 0– S2 S2 S2 S2 

Rx 1+ 該当なし S3 S3 S3 

Rx 1– 該当なし S4 S4 S4 

Rx 2+ 該当なし 該当なし S5 S5 

Rx 2– 該当なし 該当なし S6 S6 

Rx 3+ 該当なし 該当なし 該当なし S7

Rx 3– 該当なし 該当なし 該当なし S8 

Tx 3– 該当なし 該当なし 該当なし S9 

Tx 3+ 該当なし 該当なし 該当なし S10 

Tx 2– 該当なし 該当なし S11 S11 

Tx 2+ 該当なし 該当なし S12 S12 

Tx 1– 該当なし S13 S13 S13 

Tx 1+ 該当なし S14 S14 S14 

Tx 0– S15 S15 S15 S15 

Tx 0+ S16 S16 S16 S16 

Signal ground G1-G9 G1-G9 G1-G9 G1-G9 

Chassis ground ハウジング ハウジング ハウジング ハウジング
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用語集

え
エネルギーストレージモ

ジュール (ESM) 揮発性メモリー内のデータを非揮発性キャッシュに書き込むことを可能にする
だけの十分なバックアップ電源を供給する、電気二重層コンデンサを組み込ん
だデバイス。

FMod のパフォーマンスを維持するには、正常に機能する ESM が不可欠です。
ESM に障害が発生すると FMod は即時書き込み (ライトスルー) モードに戻るた
め、データの完全性は保証されますが、読み取り/書き込みパフォーマンスは低
下します。

き
揮発性ストレージ FMod 上の 2 種類の半導体メモリーの 1 つ。

揮発性ストレージは RAM と同様の読み取り/書き込みパフォーマンスを提供し
ます。データは、即時書き込み (ライトスルー) モードを使用してフラッシュメ
モリーに定期的にキャッシュされ、停電やその他の障害時にデータの完全性が
保証されます。
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そ
即時書き込み (ライトス

ルー) モード データをフラッシュメモリーに書き込む、永続的なデータアクセスモード。

Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードは、ESM の障害を検出した場合、また
は ESM の充電中は、即時書き込み (ライトスルー) モードに戻ります。これに
よってデータの完全性が保証されますが、読み取り/書き込みのパフォーマンス
は低下します。

ふ
フラッシュメモリー FMod 上の 2 種類の半導体メモリーの 1 つ。

フラッシュメモリーは、即時書き込み (ライトスルー) キャッシュモードによっ
て、FMod での永続的なデータ保存を実現します。

フラッシュモジュール
(FMod) 半導体メモリーを組み込んだストレージデバイス。

FMod は揮発性ストレージとフラッシュメモリーの 2 つの論理コンポーネント
で構成されています。揮発性ストレージは RAM と同様の読み取り/書き込みパ
フォーマンスを提供しますが、停電時にデータの完全性が損なわれる危険性が
あります。突然の電力損失時にデータの完全性を保持し、ハードウェアを保護
するには、エネルギーストレージモジュール (ESM) が必要です。

システムは各 FMod を個別のストレージボリュームとして扱います。FMod 
は、従来 (プラッタベース) のハードドライブと同じツールを使用して管理しま
す。FMod は起動デバイスとして設定できます。

Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードには、構成に応じて、2 つまたは 4 つの 
FMod を取り付けます。

ら
ライトバックモード 揮発性ストレージに対してデータの書き込みと読み取りを行う、高パフォーマ

ンスのデータアクセスモード。

ライトバックモードは、ESM が適切に充電されオンライン状態のときのみ使用
することができます。
48  Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードユーザーズガイド • 2010 年 4 月



索引
E
ESM OK LED, 39
ESM 保守要求 LED, 39

F
FMod 状態表示 LED, 39

L
LED

ESM OK, 39
ESM 保守要求, 39
FMod, 39
電源, 39

S
SAS/SATA エクスパンダ, 16
SAS/SATA ケーブル、内蔵, 17
SAS/SATA コントローラ

概要, 3
起動デバイスとして設定, 18
構成ユーティリティー, 19
ファームウェア、更新, 34

SAS/SATA コントローラファームウェア

Solaris OS での更新, 35
Windows または Linux での更新, 36, 37

あ
安全に関する記号, 6

え
エネルギーストレージモジュール (ESM)

概要, 2
取り付け, 29
取り外し, 28
熱 (冷却) 要件, 44

か
環境仕様, 44

こ
コネクタのピン配列, 45
コントローラカード、交換, 38
コントローラの仕様, 43

し
仕様, 43

環境, 44
コネクタのピン配列, 45
電気, 44
物理的な寸法, 43

せ
静電気防止用リストストラップ, 6
静電放電 (ESD)

安全対策, 6
静電気防止用マットによる防止, 6
49



て
電気仕様, 44
電源 LED, 39
電源コード、コントローラカードの保守前のプラグ

の取り外し, 6

ひ
ピン配列の仕様, 45

ふ
物理的な寸法, 43
ブラケット、フルハイト, 11
フラッシュモジュール (FMod)

Solaris OS でのファームウェアの更新, 31, 33
概要, 1
取り付け, 24
取り外し, 23
ファームウェアの更新, 31

ほ
保守に必要な工具類, 5
50  Sun Flash Accelerator F20 PCIe カードユーザーズガイド • 2010 年 4 月


	はじめに
	設置の準備
	カードの機能について
	フラッシュモジュールアーキテクチャーの概要
	エネルギーストレージモジュールの概要
	オンボード SAS/SATA コントローラの概要

	出荷キットの内容
	必要な工具類
	安全注意事項の遵守
	安全に関する一般情報
	安全に関する記号
	ESD 安全対策
	静電気防止用リストストラップ
	静電気防止用マット

	ESD 防止対策を実施する

	ホストシステムを更新する

	カードの取り付け
	ハードウェアの取り付け
	使用可能な PCIe スロットを確認する
	(省略可能) フルハイトのブラケットを取り付ける
	カードをシステムに取り付ける
	FMod 配置によるパフォーマンスの最適化

	(省略可能) オンボード SAS/SATA エクス パンダの使用
	オンボード SAS/SATA エクスパンダの構成
	内蔵 SAS/SATA ケーブルを接続する

	(省略可能) SAS/SATA コントローラの起 動デバイスとしての使用
	起動デバイスとしての SAS/SATA コントローラ
	SAS/SATA コントローラを起動デバイスとして設 定する (SPARC システム)
	SAS/SATA コントローラを起動デバイスとして設 定する (x86 システム)

	システムからカードを取り外す

	カードの保守
	FMod の保守
	ソフトウェアを使用して FMod を検出する
	FMod を取り外す
	FMod を取り付ける
	FMod の物理的な位置

	ESM の保守
	ESM を取り外す
	ESM を取り付ける

	FMod ファームウェアの更新
	FMod ファームウェアの更新 (Solaris OS)
	ファームウェア更新ユーティリティーをインストールする (Solaris OS)
	FMod ファームウェアを更新する (Solaris OS)

	FMod ファームウェアを更新する (Windows およ び Linux OS)

	SAS/SATA コントローラファームウェア の更新
	SAS/SATA コントローラファームウェアを更新す る (Solaris OS)
	SAS/SATA コントローラファームウェアを更新す る (Linux OS)
	SAS/SATA コントローラファームウェアを更新す る (Windows)

	カードを交換する
	カードの LED
	カードのトラブルシューティング

	仕様
	物理的な寸法
	環境仕様
	電気仕様
	コネクタのピン配列

	用語集
	索引

