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はじめに

本書では、Sun Blade™ 6000 Disk Module のハードウェア、ソフトウェア、およびド
キュメントの注意事項について説明します。

本書には、システムについての最新情報、および Sun Blade 6000 ディスクモジュー
ルの設置、構成、および運用時に発生する可能性のある問題への対処方法が記載され
ています。この情報は、基本システムコンポーネントとそのソフトウェアのインス
トールと構成についての経験を持つシステム管理者を対象としています。

ここでは、前提条件、ヒント、トラブルシューティングのヒント、変更リクエストな
ど、ユーザーが知っておく必要のある情報が記載されています。変更リクエストには
追跡番号があります (括弧内に表示)。

関連マニュアル
Sun Blade 6000 ディスクモジュールのドキュメントセットの説明については、システム
に付属している『Sun Blade 6000 ディスクモジュールドキュメントの場所』シートを
参照するか、次の URL を参照して製品のドキュメントサイトをご覧ください。

http://docs.sun.com/app/docs/coll/blade6000dskmod

これらのドキュメントの一部については、前述の Web サイトでフランス語、簡体字
中国語、繁体字中国語、韓国語、日本語の翻訳版が入手可能です。英語版は頻繁に改
訂されており、翻訳版よりも最新の情報が記載されています。
v
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表記上の規則

Sun 以外の Web サイト
このマニュアルで紹介する 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。

書体または
記号

意味 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディ
レクトリ名、画面上のコン
ピュータ出力、コード例。

.login ファイルを編集します。

ls -a を実行します。

% You have mail.

AaBbCc123 ユーザーが入力する文字を、画
面上のコンピュータ出力と区別
して表します。

% su

Password:

AaBbCc123 コマンド行の可変部分。実際の名
前や値と置き換えてください。

rm filename と入力します。

『 』 参照する書名を示します。 『Solaris ユーザーマニュアル』

「 」 参照する章、節、または、強調
する語を示します。

第 6 章「データの管理」を参照。

この操作ができるのは「スーパーユー
ザー」だけです。

\ 枠で囲まれたコード例で、テキ
ストがページ行幅を超える場合
に、継続を示します。

% grep ‘^#define \

  XV_VERSION_STRING’
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コメントをお寄せください
マニュアルの品質改善のため、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。フィードバックは次のサイトから送信してください。

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

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 Blade 6000 ディスクモジュールご使用にあたって』、Part No. 820-7230
はじめに vii

http://www.sun.com/hwdocs/feedback
http://www.sun.com/hwdocs/feedback
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第 1 章

概要

Sun Blade 6000 ディスクモジュールは、さまざまな Sun Blade 6000 サーバーモ
ジュールとともに使用できます。サーバーモジュールごとに、特定のバージョンのソ
フトウェア、ファームウェア、およびドライバが必要です。

ディスクモジュールの初期リリースでは、『Sun Blade 6000 Disk Module 
Administration Guide (Sun Blade 6000 ディスクモジュール管理マニュアル)』 (Part 
No. 820-7218) の第 3 章と第 4 章に、必要なソフトウェア、ファームウェア、および
ドライバの最新バージョンの番号が記載されています。

将来、新しいソフトウェア、ファームウェア、およびドライバがリリースされたと
き、または新しいサーバーブレードがディスクブレードで動作認定が行われたとき、
本書 (『Sun Blade 6000 ディスクモジュールご使用にあたって』) は更新され、新しい
バージョンに関する情報が記載されます。
1
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第 2 章

ハードウェアの注意事項

この章では、Sun Blade X6220 サーバーモジュールに関連するハードウェアの注意事
項について説明します。次の注意事項について説明します。

■ 4 ページの「再同期の完了後にディスクドライブの緑色の LED の点滅が止まらな
い (6717566)」

■ 4 ページの「オレンジ色の検出 LED が X6220 サーバーブレードの HDD を示さな
い (6711327)」

■ 5 ページの「ディスクブレード、SAS-NEM、またはディスクの挿入時または電源
投入時に警告メッセージが繰り返し表示される (6694909)」

■ 6 ページの「RAID 1E ボリュームの作成後に 1 台のディスクの黄色の保守 LED が
点灯する (6706908)」

■ 6 ページの「複数の HDD 再同期 LED が同時に点滅することが可能 (6663520)」

■ 7 ページの「ディスクブレードのホットプラグ時にエクスパンダの状態変更イベン
トが送信される (6625472)」
3



再同期の完了後にディスクドライブの緑
色の LED の点滅が止まらない (6717566)  
RAID の再同期中は、ディスクドライブの緑色の LED が一定のパターンで点滅しま
す。通常、再同期が完了すると、点滅が止まり、点灯したままになるはずです。ただ
し、RAID 1 ミラーの障害のあるディスクを同じスロットで交換すると、LED が点滅
し続ける場合があり、再同期が引き続き進行中であることを示します。

回避方法

RAID ボリュームの再同期の状態は、MegaRAID Storage Manager (MSM) ソフト
ウェア (Windows および Linux)、raidctl または LSI BIOS 構成ユーティリティー 
(Solaris) を使用して監視できます。これらのユーティリティーについては、『Sun 
LSI 106x RAID User’s Guide (Sun LSI 106x RAID ユーザーズガイド)』を参照してく
ださい。

緑色の LED を通常の状態 (連続点灯の緑色) にリセットするには、Sun Blade 6000 モ
ジュラーシステムのシャーシの電源を切ってすぐに入れ直し、Sun Blade 6000 ディス
クモジュールを取り外して再設置します。

オレンジ色の検出 LED が X6220 サーバー
ブレードの HDD を示さない (6711327)
LSI BIOS 構成ユーティリティーの「SAS Topology (SAS トポロジ)」画面には、
RAID ボリュームのディスクを検出するために、ディスクのオレンジ色の LED を点
灯する機能があります。ホストサーバーブレードのディスクベイにディスクを直接接
続した場合、この検出機能が有効になりません。

対処方法

「SAS Topology (SAS トポロジ)」画面で「Direct Attach Devices (直接接続デバイス)」
を選択すると、ホストサーバーブレードに直接接続ディスクを表示できます。
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RAID ボリュームのメンバーとして表示されるディスクの横にあるベイ番号は、ホス
トサーバーブレードのベイのシルクスクリーン番号に対応します。前述したケースで
は、RAID ボリュームのメンバーであるディスクは、シルクスクリーンラベル 1 の
ディスクベイに配置されています。

ディスクブレード、SAS-NEM、または
ディスクの挿入時または電源投入時に警
告メッセージが繰り返し表示される 
(6694909)  
HDD の挿入時、および Sun Blade 6000 ディスクモジュールまたは Sun Blade 6000 
Multi-Fabric Network Expansion Module の電源投入時に、次の組み合わせの警告
メッセージが繰り返し表示される場合があります。

scsi: WARNING: /pci@7c0/pci@0/pci@2/LSILogic,sas@0 (mpt0):

mpt_handle_event_sync: IOCStatus=0x7, IOCLogInfo=0x0

回避方法

これらの警告メッセージは良性であり、無視してもかまいません。
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RAID 1E ボリュームの作成後に 1 台の
ディスクの黄色の保守 LED が点灯する 
(6706908)  
RAID 1E ボリュームの作成後、HDD に障害がないにもかかわらず、1 台以上のメン
バーディスクドライブのオレンジ色の保守 LED が点灯する場合があります。

対処方法

RAID 1E ボリュームを作成する場合、ディスクドライブのオレンジ色の保守 LED は
無視してください。LED の代わりに、MegaRAID Storage Manager (MSM) ソフト
ウェア (Windows および Linux)、raidctl または LSI BIOS 構成ユーティリティー 
(Solaris) を使用して、ディスクドライブの状態を確認してください。これらのユー
ティリティーについては、『Sun LSI 106x RAID User’s Guide (Sun LSI 106x RAID 
ユーザーズガイド)』を参照してください。

複数の HDD 再同期 LED が同時に点滅す
ることが可能 (6663520) 
同時に再同期できる RAID ボリュームは 1 つだけです。ボリューム B の再同期が必
要なときに、ボリューム A が再同期中の場合、ボリューム A の再同期が完了するま
で、ボリューム B の再同期は待機する必要があります。

別の RAID ボリューム (ボリューム A) の再同期中に、LSI RAID ボリューム B のディ
スクに障害が発生した場合、ボリューム B の再同期を開始していないにもかかわら
ず、ボリューム B のホットスペアの再同期ライトが点滅を開始します。

回避方法

これは予期された動作です。一方のボリュームが再同期中、他方のボリュームが再同期
待ちの状態です。MegaRAID Storage Manager (MSM) ソフトウェア (Windows および 
Linux)、raidctl または LSI BIOS 構成ユーティリティー (Solaris) を使用すると、各 
RAID の状態を確認できます (A は再同期中、B は縮退)。これらのユーティリティーに
ついては、『Sun LSI 106x RAID User’s Guide (Sun LSI 106x RAID ユーザーズガイ
ド)』を参照してください。
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ディスクブレードのホットプラグ時にエ
クスパンダの状態変更イベントが送信さ
れる (6625472)
ストレージハードウェア構成を変更すると、次の Solaris のメッセージが表示される
ことがあります。

mpt0: unknown event 1b received

このメッセージは特に問題ないので、無視してもかまいません。

対処方法

メッセージを無視します。この欠陥のパッチが入手可能かどうかを確認してください。
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第 3 章

ソフトウェアの注意事項

この章では、Sun Blade X6220 サーバーモジュールに関連するソフトウェアの注意事
項について説明します。次の項目について説明します。

■ 10 ページの「1T バイトの RAID に Solaris OS がインストールされない」

■ 10 ページの「SuSE Linux でパーティションをすべて削除するとエラーが発生する 
(6729550)」

■ 11 ページの「raidctl の処理に 1 分を超える時間がかかる場合がある 
(6723851)」

■ 12 ページの「format コマンドで「Drive Not Available (ドライブは使用不可能)」と表
示される (6725695)」

■ 12 ページの「ネットワークインストーラのミニルートについて Solaris のパッチが
必要とされる (6634536)」

■ 14 ページの「空きがないシャーシ内のサーバーブレードで DVD から Solaris 10 
5/08 をインストールできない (6735573)」

■ 14 ページの「MPxIO 対応 SAS ディスクを Solaris raidctl で管理できない (6523832)」

■ 15 ページの「raidctl -l で Solaris ボリューム名が切り捨てられる (6729161)」

■ 15 ページの「raidctl を使用して Solaris OS が動作しているサーバーの RAID 
ボリュームをふたたびアクティブにできな(6695619)」

■ 16 ページの「raidctl でホットスペアを設定できない (6692827)」

■ 18 ページの「mpt ドライバの警告メッセージが Solaris システムの起動中に表示さ
れる (6634061)」

■ 18 ページの「SAS ディスクおよび Windows Server 2003 の構成でパーティション
に関する要求を完了できない」

■ 19 ページの「Sun Blade T6300 および T6320 サーバーモジュールがブート時に
ハングする場合がある (6662335)」

■ 19 ページの「scsi_vhci.conf の設定のリセットが MPxIO で必要になる 
(6742736)」
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■ 20 ページの「Solaris mpxio-upgrade が ZFS と互換性がない (6707555)」

■ 20 ページの「NEM を 1 個取り外すと Windows Server 2003 が再起動する (6715806)」

■ 21 ページの「Windows Server 2003 でデュアルパス構成ディスクの両方のインス
タンスにパーティションを作成できない」

1T バイトの RAID に Solaris OS がイン
ストールされない
Solaris OS は、1T バイトを超える RAID アレイにインストールできません。

Solaris OS のインストーラが対応していません。

対処方法

この問題の対処方法はありません。

SuSE Linux でパーティションをすべて
削除するとエラーが発生する (6729550)
SAS-NEM が 2 個ありハードウェア RAID がない構成のディスクブレードを使用して
いる場合、SuSe Linux のインストール時にパーティションをすべて削除するよう選
択すると、ポップアップウィンドウが表示され、「system error code was: -1014 (シ
ステムエラーコード: -1014)」というメッセージが表示されます。「OK (了解)」をク
リックすると、インストールが強制終了します。

注 – この問題は、LSI SAS ホストバスアダプタを使用している場合にのみ発生しま
す。Adaptec ホストバスアダプタを使用している場合は、BIOS RAID 構成ユーティ
リティーでボリュームを作成して、OS が 2 番目のパスを認識しないようにしてくだ
さい。
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説明

前述の条件下では、各物理ディスクは 2 つの論理ディスクとして OS に認識されま
す。SuSE インストーラは、マルチパスに対応していないため、2 つの論理ディスク
を 1 つのエンティティーに結合できません。パーティションをすべて削除するよう選
択すると、インストーラは両方の論理ディスクのパーティションを削除しようとしま
す。この処理が失敗し、エラーメッセージが表示されます。

対処方法

2 つの対処方法があります。

1. パーティションを削除するディスクのインスタンスを 1 つだけ選択します。システム
を再起動し、インストールプロセスを再開します。ブートおよびルートファイルシス
テムを除き、どのパーティションも削除しないでください。OS のインストールが完
了し、OS が起動したら、パーティションテーブルを変更できるようになります。

2. LSI BIOS 構成ユーティリティーを使用して、ハードウェア RAID ボリュームを作
成します。これにより、OS が 2 番目のパスを認識しなくなります。

raidctl の処理に 1 分を超える時間が
かかる場合がある (6723851)
SPARC システムでは、raidctl -l および raidctl -S の処理にディスクあたり 
1 分を超える時間がかかる場合があります。

対処方法

現時点ではありません。この問題のパッチが入手可能かどうかを確認してください。
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format コマンドで「Drive Not 
Available (ドライブは使用不可能)」と表
示される (6725695)
raidctl を使用して RAID ボリュームを作成または削除したあと、Solaris の 
format コマンドを使用すると、ディスクについて「drive not available (ドライブは
使用不可能)」と表示されます。

対処方法

2 つの対処方法があります。

1. システムを再起動します。

2. format コマンドを使用して「drive not available (ドライブは使用
不可能)」というメッセージが表示される場合は、ボリュームを作成または削除
するかどうかに関係なく、cfgadm -c コマンドを使用して、対応するディスク
アクセスポイントを構成解除します。

ネットワークインストーラのミニルート
について Solaris のパッチが必要とされる 
(6634536)
サーバーブレードのペアディスクブレードに特定台数を超えるハードドライブが装着
されている場合、Solaris 10 5/08 をインストールできません。ネットワークインス
トールサーバーを保守するユーザーは、ネットワークインストールサーバーのミニ
ルートにパッチを追加する必要があります。 
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対処方法

x86 ミニルートにパッチ 138076-02 を追加する手順を次に示します。この手順は、最
新のパッケージおよびパッチユーティリティーがインストール済みの最新の Solaris 
10 Update が動作している x86 システムで実行してください。

1. Solaris_10/Tools ディレクトリに移動します。

2. ローカルディレクトリに setup_install_server を実行します。

# ./setup_install_server -b /export/home/s10u5_patch

3. ミニルートを展開します。

# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia 
/export/home/s10u5_patch /export/home/s10u5_patch_mr

4. パッチをインストールします。

# patchadd -C /export/home/s10u5_patch_mr <パッチのディレクトリ>

5. 新しいミニルートをパックします。

# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia 
/export/home/s10u5_patch /export/home/s10u5_patch_mr

インストールサーバーで、setup_install_server を使用して、新たに生成された 
x86.miniroot をコピーします。

1. Solaris_10/Tools ディレクトリに移動します。

2. ローカルディレクトリに setup_install_server を実行します。

# ./setup_install_server /export/home/s10u5_patch

3. 古い x86.miniroot ファイルを保存します。

# cd /export/home/s10u5_patch/boot

# cp -p x86.miniroot x86.miniroot.orig

4. 構築したマシンから新しい x86.miniroot ファイルをコピーします。次に例を示し
ます。

# cp -p 
/net/<machine_name>/export/home/s10u5_patch/boot/x86.miniroot
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空きがないシャーシ内のサーバーブレー
ドで DVD から Solaris 10 5/08 をインス
トールできない (6735573)
Sun Blade 6000 シャーシのディスクブレードに特定台数を超えるハードドライブが装
着されている場合、X6220 ブレードに Solaris 10 5/08 をインストールできません。

サーバーとディスクのペアでシャーシに空きがない場合、DVD からのインストール
は失敗します。

対処方法

1 個の X6220 サーバーブレードまたは 1 組の X6220 サーバーブレードとディスクブ
レードを除き、シャーシからブレードをすべて取り外し、Solaris 10 5/08 をインス
トールします。

インストールの終了後、システムをブートし、パッチ 138076 を適用してから、取り
外したブレードをシャーシに装着してください。

MPxIO 対応 SAS ディスクを Solaris 
raidctl で管理できない (6523832)
mpt SAS ドライバで MPxIO が有効になっている場合、raidctl を使用して RAID 
ボリュームを作成および管理できません。

対処方法

MPxIO を有効化する前に、raidctl ユーティリティーで RAID ボリュームを作成しま
す。MPxIO を有効化したあとに RAID ボリュームを変更または作成する必要がある
場合は、MPxIO を無効化してから、RAID ボリュームを変更または作成し、MPxIO 
をふたたび有効化します。
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raidctl -l で Solaris ボリューム名が
切り捨てられる (6729161)
ボリュームターゲット ID が 100 を超える場合、ボリューム名で raidctl -l を使用する
と、出力時にボリューム名が 7 文字に切り捨てられます。次に例を示します。

# raidctl -l c0t102d0

Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID

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

c0t102d                 136.6G  64K     OPTIMAL  OFF    RAID0 

対処方法

raidctl -l <ボリューム名> を使用する場合、出力に一覧表示されるボリューム名
は無視してください。 表示される残りの情報は通常と同様に使用できます。

raidctl を使用して Solaris OS が動作
しているサーバーの RAID ボリュームを
ふたたびアクティブにできな(6695619)
LSI ホストバスアダプタを搭載したシステムマザーボードまたは REM などのドー
ターカードを現場で交換すると、raidctl で RAID ボリュームをふたたびアクティ
ブにできなくなります。RAID ボリューム情報はディスクのメタデータにあります
が、交換後にボリュームの状態が非アクティブに変わります。

raidctl ユーティリティーでは RAID ボリュームをアクティブにできないため、
Solaris OS が動作しているシステムでボリュームをふたたびアクティブにすることが
できません。
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対処方法

SPARC システムの対処方法は、『Sun Blade 6000 Disk Module Service Manual (Sun 
Blade 6000 ディスクモジュールサービスマニュアル)』(820-1703) の付録 A に記載さ
れています。

Solaris OS、Linux、または Windows が動作する x64 システムの場合、LSI または 
Adaptec BIOS RAID 構成ユーティリティーを使用して、アレイをふたたびアクティ
ブにできます。

Linux または Windows が動作しているシステムの場合、LSI MSM ソフトウェアまた
は Sun StorageTek RAID Manager ソフトウェア (Adaptec コントローラ) を使用する
こともできます。

raidctl でホットスペアを設定できない 
(6692827)
Solaris raidctl ユーティリティーでディスクをホットスペアとして設定できません。
raidctl -a -g オプションが機能しません。

対処方法

SPARC システムの場合、対処方法はありません。 

x64 サーバーのすべての OS の場合、LSI または Adaptec BIOS RAID 構成ユーティリ
ティーを使用してホットスペアを設定できます。 

Linux または Windows が動作しているシステムの場合、MSM ソフトウェアまたは 
Sun StorageTek RAID Manager ソフトウェア (Adaptec コントローラ) を使用するこ
ともできます。
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raidctl -d の処理でマウント済み 
RAID ボリュームを削除される 
(6750744)
raidctl -d の処理では、RAID ボリュームがマウントされているかどうかを確認せ
ず、ボリュームがマウントされている場合でも削除します。

対処方法

対処方法はありません。raidctl -d オプションを使用してボリュームを削除する前
に、mount コマンドを使用して、ボリュームにマウント済みのパーティションがあ
るかどうかを確認してください。

次に例を示します。

# raidctl -l | egrep -i volume

Controller: 0

Volume:c0t20d0

ボリューム c0t20d0 にパーティションがマウントされているかどうかを確認するに
は、次のコマンドを実行します。

# mount | egrep c0t20d0

/ on /dev/dsk/c0t20d0s0 
read/write/setuid/devices/intr/largefiles/logging/xattr/onerror=
panic/dev=800008 on Fri Oct 3 16:16:17 2008

/export/home on /dev/dsk/c0t20d0s7 
read/write/setuid/devices/intr/largefiles/logging/xattr/onerror=
panic/dev=80000f on Fri Oct 3 16:16:28 2008

この出力は、ボリュームに複数のパーティションがマウントされており、そのうちの 
1 つはルート (ブート) パーティションであるため、ボリュームを削除するとデータが
失われ、システムがブートできなくなることを示します。このボリュームの削除はお
勧めできません。
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mpt ドライバの警告メッセージが 
Solaris システムの起動中に表示される 
(6634061)
ストレージハードウェア構成を変更したあと、Solaris システムの起動中に次のよう
な警告メッセージが表示される場合があります。

WARNING: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0): 

mpt_get_sas_device_page0 config: IOCStatus=0x8022,

IOCLogInfo=0x30030501WARNING: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):

mpt_get_sas_device_page0 config: IOCStatus=0x8022,

IOCLogInfo=0x30030501WARNING: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):

mpt_get_sas_device_page0 config: IOCStatus=0x8022,

IOCLogInfo=0x30030501WARNING: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):

mpt_get_sas_device_page0 config: IOCStatus=0x8022,

IOCLogInfo=0x30030501WARNING: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):

これらのメッセージは特に問題ないので、無視してもかまいません。

対処方法

メッセージを無視します。今後、再起動時にこのようなメッセージが表示されないよ
うにするには、devfsadm -C を実行して、期限切れのデバイスリンクをすべて削除
します。

SAS ディスクおよび Windows Server 
2003 の構成でパーティションに関する
要求を完了できない
サーバーモジュールの SAS ディスクに Windows Server 2003 (32 ビットまたは 64 
ビット) OS がインストールされており、シャーシに Multi-Fabric NEM が 2 個ある場
合、Sun Blade Disk Module の各ディスクが別々の 2 台のディスクとして Windows 
に表示されます。 ただし、これらのディスクのうち 1 台だけには、物理パーティ
ションを割り当てることができます。2 番目のディスクに別のパーティションを作成
しようとすると、Windows 論理ディスクマネージャーでは要求を完了することがで
きません。
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対処方法

1. 2 台のディスクのうち 1 台にのみパーティションを作成します。

2. 初期ブート時にサーバーの BIOS から SAS ホストバスアダプタの RAID 構成ユー
ティリティーを使用して、ハードウェア RAID ボリュームを作成します。OS に 
1 台のディスクのみが表示されます。

Sun Blade T6300 および T6320 サー
バーモジュールがブート時にハングする
場合がある (6662335)
Sun Blade 6000 10 GbE Multi-Fabric NEM を使用している場合、Sun Blade T6300 および 
T6320 がブート時にハングする場合があります。この問題はまれに発生します。

対処方法

この問題の修正パッチが入手可能になるまで、OpenBoot で再起動またはリセットし
てください。3 回連続で再起動を繰り返しても問題が解決しない場合は、Sun サービ
スセンターにお問い合わせください。

scsi_vhci.conf の設定のリセットが 
MPxIO で必要になる (6742736)
Solaris のインストール時のデフォルトでは、Vela ディスクへのマルチパス I/O 
(MPxIO) は無効になっています。この機能をユーザーが有効にすると、ファイ
ル /kernel/drv/scsi_vhci.conf の load-balance 変数のデフォルトが 
round-robin に設定されます。これは、none にリセットするべきです。

次の設定を行うと、

load-balance=none 

アクティブな I/O 用に 1 つのパスが使用され、もう 1 つのパスがフェイルオーバー
用に使用されます。

load-balance 変数の設定を round-robin のままにしておくと、パッシブパスで 
I/O が試行されるため、重大なパフォーマンスの縮退が生じます。
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Solaris mpxio-upgrade が ZFS と互換
性がない (6707555)
ZFS ルートとともに MPxIO を有効または無効にすると、システムの再起動がクリーン
に行われなくなります。これは、mpxio-upgrade が ZFS ルートの処理方法を認識し
ていないために発生します。

対処方法

1. mpxio-upgrade サービスを無効にします。

2. /lib/mpxio/stsmboot_util -u を実行します。

3. 再起動します。

NEM を 1 個取り外すと Windows Server 
2003 が再起動する (6715806)
ディスクモジュールの SAS ディスクに Windows Server 2003 (32 ビットまたは 64 
ビット) OS がインストールされており、シャーシに Multi-Fabric NEM が 2 個ある場
合、OS が導入されているディスクへのパスは 2 つあります。NEM を 1 個取り外す
と、パスが 1 つ切り離され、OS が自動的に再起動します。

対処方法

■ サーバーブレードが直接接続ディスクをサポートしている場合は、サーバーブ
レードのディスクに OS をインストールしてください。このようなディスクの場
合、SAS ホストバスアダプタおよび OS へのパスは 1 つだけです。このパスは、
Multi-Fabric NEM を経由しません。

■ ディスクブレードのディスクに OS をインストールしている場合は、システムの 
Windows Server 2003 サーバーブレードの電源をすべて切ってから、NEM を取り
外してください。
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Windows Server 2003 でデュアルパス構
成ディスクの両方のインスタンスにパー
ティションを作成できない 
Windows Server 2003 (32 ビットまたは 64 ビット) OS がインストールされており、
シャーシに Multi-Fabric NEM が 2 個ある場合、Sun Blade Disk Module の各ディス
クが別々の 2 つのディスクとして Windows に表示されます。ただし、これらのディ
スクのうち 1 台だけには、物理パーティションを割り当てることができます。2 番目
のディスクに別のパーティションをユーザーが作成しようとすると、Windows 論理
ディスクマネージャーでは要求を完了することができません。

対処方法

■ 「2 台」のディスクのうち 1 台にのみパーティションを作成します。

■ 初期ブート時にサーバーの BIOS から SAS ホストバスアダプタの RAID 構成ユー
ティリティーを使用して、ハードウェア RAID ボリュームを作成します。
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