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はじめに

このマニュアルは、システム管理者およびサービスプロバイダを対象としています。

このユーザーマニュアルでは、動的再構成 (DR) 機能について説明します。この機能
を使用して、システムの稼動中にシステムボードの接続や切り離しを行うことができ

ます。このマニュアルに記載の内容が適用されるのは、次の Sun Fire™ システムで
す。

� Sun Fire 6800 
� Sun Fire 4810 
� Sun Fire 4800 
� Sun Fire 3800 

マニュアルの構成
第 1 章では、動的再構成 (DR) の概要を説明します。

第 2 章では、DR の操作手順を詳細に説明します。

第 3 章では、DR 使用中に発生する可能性のある問題の解決方法について説明しま
す。

用語集では、このマニュアルで使用されている技術用語を定義します。
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書体と記号について

シェルプロンプトについて

表 P-1 このマニュアルで使用している書体と記号 

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
またはゴシック

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。
rm ファイル名 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

トがページ行幅をこえる場合に、

継続を示します。

% grep ‘^#define \

　 XV_VERSION_STRING’

表 P-2 シェルプロンプト

シェル プロンプト

UNIX の C シェル マシン名 %

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) #
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関連マニュアル

表 P-3 関連マニュアル

用途 タイトル Part No.

Sun Fire 
6800/4810/4800/3800 シス
テム サービスマニュアル

『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システ
ム サービスマニュアル』

806-7902-10

インターネットマルチパス 
(IPMP)

『IP ネットワークマルチパスの管理』 816-1250-10

Sun Management Center 
3.0 ソフトウェア

『Sun Management Center 3.0 ソフト
ウェア ユーザーマニュアル』

806-7237-10
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第 1 章

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 シス
テムの DR の概要

このユーザーマニュアルで説明する動的再構成 (DR) 機能は、Solaris™ 8 の Update 7 
オペレーティング環境が稼動している Sun™ Fire 6800、4810、4800、および 3800 シ
ステムに限定したものです。

注 – DR 操作を実行するには、スーパーユーザーとしてアクセスする必要がありま
す。

動的再構成 (DR)
DR ソフトウェアは、Solaris オペレーティング環境の一部です。DR ソフトウェアに
より、Solaris オペレーティング環境の稼動中に、ドメインで実行中のユーザープロセ
スの中断を最小限に抑えながら、システムボードを動的に再構成し、安全に着脱する

ことができます。

DR を使用すると、次の操作を実行できます。

� システムボードの着脱の際に、システムアプリケーションの中断を最小限に抑えま

す。

� 故障したデバイスをドメインから取り外して使用不可にすることにより、オペレー

ティングシステムでの障害の発生を事前に回避します。

� ドメインでのボードの稼動状態を表示します。

� システムを稼動させたままの状態で、ボードのシステムテストを開始します。
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� ドメイン内で Solaris を稼動させたまま、ドメインを再構成します。

� ボードや関連する接続点のハードウェアに固有の機能を起動します。

コマンド行インタフェース

DR ソフトウェアには、構成管理プログラムである cfgadm コマンドを使用するコマ
ンド行インタフェース (CLI) があります。DR エージェントには、Sun™ Management 
Center 3.0 ソフトウェアへの遠隔インタフェースも備わっています。

グラフィカルユーザーインタフェース

オプションの Sun Management Center 3.0 Update 1 (およびそれ以降) のソフトウェア
は、これらのシステム向けに設計されたもので、cfgadm DR コマンド行インタ
フェース (CLI) のグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) 版を提供するほか、ド
メイン管理などの機能もあります。GUI の使用を希望する場合は、システムコント
ローラや DR ソフトウェアのコマンド行インタフェースではなく Sun Management 
Center 3.0 ソフトウェアを使用してください。

Sun Management Center 3.0 ソフトウェアを使用するには、システムコントローラ
ボードをネットワークに接続する必要があります。ネットワークに接続すると、コマ

ンド行インタフェースとグラフィカルユーザーインタフェースの両方を表示できま

す。Sun Management Center 3.0 ソフトウェアの使用方法は、Sun Management Center 
3.0 ソフトウェアに付属の『Sun Management Center 3.0 ユーザーマニュアル』を参照
してください。システムコントローラをシステムコントローラボードのネットワーク

接続部に接続するには、ご使用のシステムの設置マニュアルを参照してください。
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DR の概念
この節では、Sun Fire 6800/4810/4800/3800 ドメインに関する一般的な DR の概念に
ついて説明します。

切り離し可能性

切り離し可能なデバイスは、次の条件を満たしている必要があります。

� デバイスドライバが DDI_DETACH をサポートしている。

� 重要な資源は冗長構成をとっているか、または複数のパスからアクセス可能であ

る。CPU とメモリーバンクは冗長構成をとることができる重要な資源の一例で
す。ディスクドライブは、複数のパスからアクセス可能な重要な資源の一例です。

一部のボードは、その資源を移動できないために切り離すことができません。たとえ

ば、ドメインに CPU ボードが 1 つしかない場合、その CPU ボードは切り離せませ
ん。起動ドライブにフェイルオーバー機能が実装されていない場合は、そのドライブ

に接続されている入出力ボードは切り離せません。

入出力ボードに複数のパスがない場合は、次の方法で対処できます。

� 別の入出力ボードにディスクチェーンを挿入する。これにより、二次入出力ボード

を切り離すことができます。

� 二次入出力ボードを介してデバイスへの二次パスを追加する。これにより、二次

ディスクチェーンへのアクセス手段をなくさずに、入出力ボードを切り離すことが

できます。

休止

常時メモリー (OpenBoot™ PROM またはカーネルメモリー) を搭載したシステムボー
ドでの構成解除操作中、オペレーティング環境は一時停止しますが、これはオペレー

ティング環境の休止と呼ばれています。構成解除操作の重要な段階では、センタープ

レーンでのすべてのオペレーティング環境とデバイスの動作を停止する必要がありま

す。
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休止を実行するには、オペレーティング環境がすべてのプロセス、CPU、およびデバ
イスの動作を一時的に中断する必要があります。オペレーティング環境が休止できな

い場合は、以下のような理由が表示されます。

� 実行スレッドを中断できなかった。

� リアルタイムプロセスが実行中である。

� オペレーティング環境が一時停止できないデバイスが存在する。

プロセスが中断できない状況は、通常一時的なものです。障害の理由を調べてくださ

い。オペレーティング環境で一時的な状況、つまりプロセスを中断できない場合は、

その操作を再試行できます。

一時停止に対して安全なデバイスと一時停止に対
して危険なデバイス

DR がオペレーティング環境を一時停止する場合は、オペレーティング環境に接続さ
れているデバイスドライバもすべて一時停止する必要があります。ドライバを一時停

止できない (または再開できない) 場合、DR 操作は失敗します。

一時停止に対して安全なデバイスは、オペレーティング環境が休止状態にある間、メ

モリーへのアクセスもシステムへの割り込みも行いません。ドライバがオペレーティ

ング環境の休止 (一時停止/再開) をサポートするときは、「一時停止に対して安全な」
ドライバです。また、一時停止に対して安全なドライバでは、一時停止要求が正常に

完了すると、そのドライバが管理するデバイスは (一時停止要求が出されたときに開い
ても) メモリーへのアクセスを行いません。

一時停止に対して危険なデバイスでは、オペレーティング環境が休止状態でも、メモ

リーへのアクセスやシステムへの割り込みが行われてしまいます。

接続点

接続点とは、ボードとそのスロットをまとめて表す用語です。DR では、スロット、
ボード、および接続点の状態を表示できます。ボードの DR 定義には、当該ボードに
接続されるデバイスも含まれます。したがって、「占有装置」という用語は、ボート

とそのボードに接続されているデバイス全体を指しています。
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� スロット (受容体とも呼ばれる) には、ホストマシンから占有装置を電気的に分離す
る機能があります。つまり、ソフトウェアは単一のスロットを低電力モードにする

ことができます。

� 受容体は、スロット番号に従って名前を付けることも、匿名 (たとえば SCSI チェー
ン) にすることもできます。使用可能なすべての論理接続点のリストを取得するに
は、-l オプションを付けて cfgadm(1M) コマンドを実行します。

� 占有装置の入出力ボードには、インタフェースケーブルによって接続されたすべて

の外部記憶装置が含まれます。

接続点には、次に示す 2 つの形式があります。

� 物理接続点は、スロットのソフトウェアドライバと位置を示します。物理接続点名

の例を次に示します。

ここで、N0 はノード 0 (ゼロ)、

SB はシステムボード、

IB は入出力ボード、

x はスロット番号です。システムボードのスロット番号は 0 ～ 5、入出力ボードの
スロット番号は 6 ～ 9 の範囲の値です。

� 論理接続点は、システムによって物理接続点を参照するために作成された簡易名で

す。論理接続点は、次のどちらかの形式をとります。

/devices/ssm@0,0:N0.SBx (CPU/メモリーボードの場合)
または
/devices/ssm@0,0:N0.IBx  (I/O アセンブリの場合)

N0.SBx (CPU/メモリーボードの場合)
または
N0.IBx (I/O アセンブリの場合)
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DR の操作
DR の操作は、大きく分けて次の 4 種類です。

システムボードが使用中の場合は、使用を停止してドメインから切り離した後、電力

供給を停止してください。新しいシステムボードまたはアップグレードしたシステム

ボードを挿入して電源を投入したら、まずその接続点を接続して、オペレーティング

環境で使用できるよう構成します。

cfgadm(1M) コマンドは、1 つのコマンドで接続と構成 (または構成解除と切り離し) 
を実行できますが、必要に応じて、各操作 (接続、構成、構成解除、または切り離し) 
を個別に実行できます。

ホットプラグハードウェア

 ホットプラグ対応のボードとモジュールには、ボードまたはモジュールに電力を供給
してからデータピンに電流を通す特殊なコネクタがあります。ホットプラグコネクタ

があるボードとデバイスは、システムの実行中に着脱することができます。

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 サーバーで使用される入出力ボードと CPU/メモリー
ボードは、ホットプラグデバイスです。周辺装置用電源などの一部のデバイスはホッ

トプラグモジュールではないため、システムの実行中には取り外せません。

表 1-1 DR 操作の種類

接続 
(Connect)

スロットはボードに電力を供給するとともに、ボードの温度の監視を開

始する。入出力ボードの場合、接続操作は構成操作に含まれる。

構成 
(Configure)

オペレーティング環境はボードに機能上の役割を割り当てて、そのボー

ドのデバイスドライバと接続デバイスのデバイスドライバをそれぞれ読

み込む。

構成解除 
(Unconfigure)

オペレーティング環境からボードが論理的に切り離されて、関連するデ

バイスドライバがオフラインになる。環境の監視は続けられるが、ボー

ド上のデバイスをシステム用に使用することはできない。

切り離し 
(Disconnect)

ボードの監視は停止されてスロットの電源は切断される。
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条件と状態
状態とは、受容体 (スロット) または占有装置 (ボード) のどちらかの動作状態をいいま
す。条件とは、接続点の動作状態をいいます。

ドメインからボードまたはコンポーネントに対して DR 操作を実行する場合は、まず
状態と条件を判断する必要があります。cfgadm(1M) コマンドに -la オプションを付
けて使用すると、各コンポーネントのタイプ、状態、および条件と、ドメイン内の各

ボードスロットの状態と条件を表示できます。コンポーネントタイプの一覧について

は、10 ページの「コンポーネントタイプ」を参照してください。

ボードの状態と条件
この節では、システムボード (システムスロットともいいます) の状態と条件について
説明します。

ボード受容体の状態

ボードは、空の状態、切り離された状態、または接続された状態という 3 つの受容体
の状態のいずれかになります。ボードを挿入すると、受容体の状態は空の状態から切

り離された状態になります。ボードを取り外すと、受容体の状態は切り離された状態

から空の状態に変わります。
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注意 – 接続された状態にあるボード、または電源投入されてかつ切り離された状態に
あるボードを物理的に取り外すと、オペレーティングシステムがクラッシュし

て、システムボードに永続的な損傷が生じるおそれがあります。

ボード占有装置の状態

ボードは、構成された状態または構成解除された状態という占有装置の状態のいずれ

かになります。切り離されたボードの占有装置の状態は常に構成解除された状態で

す。

表 1-2 ボード受容体の状態

名前 説明

empty ボードは存在しない。

disconnected ボードはシステムバスから切り離された状態である。ボードは、

電源を切断しなくても切り離された状態になる。ただし、ボード

をスロットから取り出すには、ボードの電源を切断して切り離さ

れた状態にする必要がある。

connected ボードは電源投入されてシステムバスに接続された状態である。

ボード上のコンポーネントは、接続された状態になって初めて表

示される。

表 1-3 ボード占有装置の状態

名前 説明

configured ボードの少なくとも 1 つのコンポーネントが構成された状態であ
る。

unconfigured ボードのすべてのコンポーネントが構成解除された状態である。
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ボードの条件

ボードは、unknown、ok、failed、または unusable の 4 つの条件のいずれかになりま
す。

コンポーネントの状態と条件
この節では、コンポーネントの状態と条件について説明します。

コンポーネント受容体の状態

コンポーネントは、個々に接続したり切り離したりすることはできません。したがっ

て、コンポーネントの状態は接続された状態だけです。

コンポーネント占有装置の状態

コンポーネントは、構成された状態または構成解除された状態のいずれかの占有装置

の状態になります。

表 1-4 ボードの条件

名前 説明

unknown ボードはテストされていない。

ok ボードは動作する。

failed ボードはテストに失敗した。

unusable ボードスロットは使用できない。

表 1-5 コンポーネント占有装置の状態

名前 説明

configured コンポーネントは、Solaris オペレーティング環境で使用できる。

unconfigured コンポーネントは、Solaris オペレーティング環境で使用できな
い。
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コンポーネントの条件

コンポーネントは、unknown、ok、または failed の 3 つの条件のいずれかになりま
す。

コンポーネントタイプ
DR を使用すると、いくつかのタイプのコンポーネントを構成または構成解除できま
す。

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 ドメイン
Sun Fire 6800、4810、4800、3800 サーバーは、複数の動的システムドメイン (このマ
ニュアルでは単にドメインと呼びます) に分割できます。これらのドメインは、ドメ
インに割り当てられたシステムボードスロットに対応しています。各ドメインは、

ハードウェアパーティションに電気的に分離されるため、あるドメインで障害が発生

しても、サーバー内の他のドメインには影響しません。

表 1-6 コンポーネントの条件

名前 説明

unknown コンポーネントはテストされていない。

ok コンポーネントは動作する。

failed コンポーネントはテストに失敗した。

表 1-7 コンポーネントタイプ

名前 説明

cpu 個別の CPU

memory ボード上のすべてのメモリー

pci 任意の入出力デバイス、コントローラ、またはバス
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ドメイン構成は、システムコントローラ (SC) に存在するプラットフォーム構成データ
ベース (PCD) 内のドメイン構成テーブルによって決定されます。ドメインテーブル
は、システムボードスロットを複数のドメインに論理的に分割する方法を規定しま

す。したがって、ドメイン構成には空のスロットや生成したスロットが含まれます。

特定のドメインで使用できるスロットの数は、システムコントローラで維持される使

用可能構成要素リストによって制御されます (使用可能構成要素リストの詳細は、
『System Management Services (SMS) 管理者マニュアル』を参照してください)。ド
メインに割り当てられたスロットは、当該ドメインでは認識されますが、他のドメイ

ンからは使用も認識もできません。逆に言えば、スロットを他のドメインに接続して

割り当てるには、そのスロットをそのドメインから切り離して割り当てを解除する必

要があります。

論理ドメインとは、ドメインに属する一連のスロットをいいます。物理ドメインと

は、物理的に相互接続された一連のボードをいいます。スロットは、物理ドメインの

一部にならずに論理ドメインのメンバーになれます。ドメインが起動したら、システ

ムボードと空スロットを論理ドメインに割り当てたり、論理ドメインから割り当て解

除したりできます。ただし、オペレーティング環境から要求があるまでは、物理ドメ

インの一部にすることはできません。システムボードが各ドメインの使用可能構成要

素リストにある場合、ドメインに割り当てられていないシステムボードまたはスロッ

トは、すべてのドメインで使用できます。プラットフォーム管理者はこれらのボード

をドメインに割り当てることができます。ただし、使用可能構成要素リストを SC で
設定して、適切な特権を持つユーザーが使用可能なボードをドメインに割り当てられ

るようにすることもできます。

入出力ボードでの DR
入出力デバイスを搭載したシステムボードを追加または削除するときは、注意が必要

です。入出力デバイスを搭載したボードを削除するには、まずそのすべてのデバイス

を閉じてから、すべてのファイルシステムをマウント解除する必要があります。

入出力デバイスを搭載したボードをドメインから一時的に削除して、入出力デバイス

を搭載した他のボードを追加または削除する前に再び追加する場合には、再構成は不

要であり、実行の必要はありません。この場合、ボードデバイスへのデバイスパスは

変更されません。
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入出力デバイスでの問題

すべての入出力デバイスは、構成解除する前に閉じる必要があります。入出力デバイ

スで問題が生じた場合は、次のリストを参考にして問題を解決してください。

� fuser(1M) コマンドを使用して、デバイスを開いているプロセスを表示する。
� showenv(1M) を実行して、デバイスの状態と使用法を判断する。
� ディスクミラーリングを使用して、ボードに接続されたデバイスにアクセスしてい

る場合は、デバイスを再構成して、他のシステムボード上のコントローラからアク

セスできるようにする。

� ファイルシステムをマウント解除する。

� マルチパスデータベースをボード常駐パーティションから削除する。マルチパス

データベースの位置は、ユーザーが明示的に選択するものであり、変更も可能で

す。

入出力デバイスに関する説明は、『Solaris 8 2/02 ハードウェアマニュアル (補足)』
を参照してください。

� ボリュームマネージャーが使用する占有領域すべてを削除する。デフォルトでは、

ボリュームマネージャーは、制御対象の各デバイス上の占有領域を使用します。こ

のようなデバイスは、切り離し前にボリュームマネージャーの制御から除外してお

く必要があります。

� rm6 または rdacutil コマンドを使用して、RSM 2000 コントローラをすべてオフ
ラインにする。

� スワップ構成からディスクパーティションを削除する。

� 切り離しが安全ではないデバイスがボード上に存在する場合は、そのデバイスのイ

ンスタンスをすべて閉じ、modunload(1M) を使用してドライバを読み込み解除に
する。

注意 – ファイルシステムのマウント解除は、NFS クライアントシステムに影響する
場合があります。

� デバイスまたは raw パーティションを直接開くすべてのプロセスを終了するか、ま
たはそれらのプロセスに対してボード上の開いたデバイスを閉じるように命令す

る。

注 – ndd(1M) コマンドを使用してネットワークドライバの構成パラメタを構成した場
合、そのパラメタは DR 操作後、存続しないことがあります。
/etc/system ファイルまたは driver.conf ファイルを特定のドライバに使用
して、パラメタを永久設定してください。
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非常時メモリーと常時メモリー
ボードを削除するには、オペレーティング環境がそのボード上のメモリーを無効にす

る必要があります。ボードの無効化とは、ボードの非常時メモリーをスワップ空間に

フラッシュして、ボードの常時メモリー (つまり、カーネルと OpenBoot™ PROM メ
モリー) を別のメモリーボードにコピーすることをいいます。常時メモリーを再配置
するときは、ドメインのオペレーティング環境を一時停止するか休止する必要があり

ます。停止期間は、ドメインの入出力構成と実行中の作業負荷によって異なります。

オペレーティング環境は常時メモリーを持つボードを切り離すときにのみ一時停止さ

れるため、常時メモリーの存在する場所を把握しておき、ドメインの動作に重大な影

響を与えないようにする必要があります。常時メモリーを表示するには、

cfgadm(1M) コマンドに -v オプションを付けて実行します。常時メモリーがボード上
にある場合、オペレーティング環境は、常時メモリーを受け取るのに適切なサイズの

他のメモリーコンポーネントを見つける必要があります。

ターゲットメモリーの制約

常時メモリーが削除されると、DR はメモリーのコピーを受け取るターゲットメモ
リー領域を選択します。DR ソフトウェアは、自動的に全体的な適合性を確認しま
す。全体的な適合性を確認できないと、DR メモリー管理を続行できません。DR メモ
リー管理は、ドメインが常時メモリーを保持するのに十分なメモリーを持たないため

に、実行できないことがあります。

動的再構成の概念図
DR では、システムを停止せずに、システムボードの切り離し、再取り付けが可能で
す。DR を使用すれば、システムを稼動させたまま、システム資源を追加あるいは削
除できます。

システム資源の再構成の一例として、次の図に示す Sun Fire システムの構成を考えて
みましょう。ドメイン A には、システムボード 0 と 2、入出力ボード 7 が含まれてい
ます。ドメイン B には、システムボード 1 と 3、入出力ボード 8 が含まれています。
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注 – DR 操作を実行するときは、後述する16 ページの「制限事項」で規定されている
制約にシステムが適合していることを確認してください。

図 1-1 再構成前のドメインの例

システムボード 1 をドメイン B からドメイン A に再割り当てするには、Sun 
Management Center ソフトウェアの GUI を使います。または、各ドメインの CLI
で、次の手順を手動で実行することもできます。

1. スーパーユーザーとして、ドメイン B で次のコマンドをコマンド行に入力して、シス
テムボード 1 を切り離します。

2. ドメイン A で次のコマンドをコマンド行に入力して、ドメイン A にシステムボード 1 
を割り当て、接続し、構成します。

# cfgadm -c disconnect -o unassign N0.SB1

# cfgadm -c configure N0.SB1

S
B

 0

S
B

 1

S
B

 2

S
B

 3

S
B

 4

S
B

 5

IB
 6

IB
 7

IB
 8

IB
 9

 A  B
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次のシステム構成は上記操作の結果です。ボードの接続方法だけが変更されて、キャ

ビネット内のボードの物理的配置は変わっていないことがわかります。

図 1-2 構成後のドメインの例

Sun Enterprise DR の Web サイト
最新ニュースおよびパッチ情報については、下記の Web ページをご覧ください。

http://sunsolve2.Sun.COM/sunsolve/Enterprise-dr

Web サイトは定期的に更新されます。

この Web サイトにアクセスできない場合は、購入先に問い合わせて、最新情報を入
手してください。

 A  B
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制限事項

メモリーのインタリーブ

システムメモリーが複数の CPU/メモリーボード上でインタリーブされている場合
は、システムボードを動的に再構成することはできません。

注 – メモリーのインタリーブについての詳細は、setupdomain コマンドの 
interleave-scope パラメタを参照してください。これについては、『Sun 
Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』と『Sun Fire 
6800/4810/4800/3800 システムコントローラコマンドリファレンスマニュアル』
の両方に記載されています。

逆にいえば、CompactPCI カードと入出力ボードは、メモリーがインタリーブされて
いるかどうかに関係なく、動的に再構成できます。

常時メモリーの再構成

再配置できない (常時) メモリーを搭載している CPU/メモリーボードをシステムから
動的に再構成する場合は、ドメインのすべての動作を短時間一時停止する必要があ

り、このためにアプリケーションの応答が遅くなる場合があります。通常、この条件

は、システムの CPU/メモリーボードの 1 つに適用されます。ボードのメモリーは、
cfgadm -av コマンドで状態表示されるゼロ以外の常時メモリーのサイズで特定しま
す。

DR は、次のいずれかの条件が満たされている場合のみ、1 つのシステムボードから別
のボードへの常時メモリーの再構成をサポートします。

� 対象のシステムボードのメモリー容量が、元のシステムボードと同じである。

または

� 対象のシステムボードのメモリー容量が、元のシステムボードより大きい。この場

合、使用可能なメモリーのプールに余分なメモリーが追加されます。
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第 2 章

コマンド行インタフェース

この章では、次の手順について説明します。

� 23 ページの「I/O アセンブリをテストする」
� 25 ページの「ドメインに新しいボードを取り付ける」
� 26 ページの「CPU/メモリーボードをホットスワップする」
� 27 ページの「I/O アセンブリをホットスワップする」
� 30 ページの「CompactPCI カードのホットスワップ」
� 32 ページの「CompactPCI カードをホットプラグする」
� 33 ページの「システムからボードを取り外す」
� 34 ページの「ドメイン間でボードを移動する」
� 35 ページの「一時的にボードを切り離す」

注 – Sun Fire 6800、4810、4800、3800 システムでは、動的再構成 (DR) を明示的に使
用可能にする必要はありません。DR は、デフォルトで使用可能になります。
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cfgadm コマンド
cfgadm(1M) コマンドは、動的再構成が可能なハードウェア資源において構成管理操
作を実行するコマンドです。表 2-1 に、DR ボードの状態を一覧で示します。

基本的なボードステータスの表示

cfgadm プログラムは、ボードとスロットに関する情報を表示します。このコマンド
のオプションについては、cfgadm(1) マニュアルページを参照してください。

多くの操作で、システムボード名を指定する必要があります。これらのシステム名を

取得するには、次のように入力します。

オプションを付けないで cfgadm を使用すると、ボードスロット、SCSI バス、cPCI 
スロットなど、既知の接続点すべてに関する情報が表示されます。次の表示は、通常

の出力結果を示しています。

表 2-1 システムコントローラ (SC) からの DR ボードの状態

 ボードの状態 説明

使用可能 (Available) スロットは、特定のドメインに割り当てられていない。

割り当て済み 
(Assigned)

ボードはドメインに属しているが、そのボードを使用するように

ハードウェアが構成されていない。このボードは、シャーシの

ポートによって再割り当てが行われたり、割り当て先のドメイン

によってリリースされる場合がある。

動作中 (Active) ボードは、割り当て先のドメインによって使用中である。動作中

のボードを再割り当てすることはできない。

# cfgadm

コード例 2-1 基本的な cfgadm コマンドの出力

# cfgadm
Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition
N0.IB6 PCI_I/O_Boa connected configured ok
N0.IB7 PCI_I/O_Boa connected configured ok



第 2 章　コマンド行インタフェース　19

詳細なボードステータスの表示

より詳細なステータスレポートを表示するには、コマンド cfgadm -av を使用しま
す。-a オプションによって接続点を表示し、-v オプションによって展開 (詳細) 説明
をオンに設定します。

コード例 2-2 は、cfgadm -av コマンドによる表示の一部です。この表示では行が折
り返しているために、出力結果がわかりにくいかもしれません。(このステータスレ
ポートは、コード例 2-1 で使用した同じシステムのものです。) 各表示項目の詳細につ
いては、21 ページの図 2-1 で説明します。

N0.IB8 PCI_I/O_Boa connected configured ok
N0.IB9 PCI_I/O_Boa disconnected unconfigured unknown
N0.SB0 CPU_Board connected configured unknown
N0.SB1 CPU_Board disconnected unconfigured failed
N0.SB2 CPU_Board connected configured ok
N0.SB3 unknown empty unconfigured unknown
N0.SB4 unknown empty unconfigured unknown
N0.SB5 unknown empty unconfigured unknown
c0 scsi-bus connected configured unknown
c1 scsi-bus connected unconfigured unknown
c2 scsi-bus connected unconfigured unknown
c3 scsi-bus connected configured unknown

コード例 2-2 cfgadm -av コマンドの出力結果

# cfgadm -av
Ap_Id Receptacle Occupant Condition Information
When Type Busy Phys_Id
N0.IB6 connected configured ok powered-on, assigned
Apr  3 18:04 PCI_I/O_Boa n /devices/ssm@0,0:N0.IB6
N0.IB6::pci0 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@19,70000
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci0
N0.IB6::pci1 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@19,600000
Apr  3 18:04 io n /devices /ssm@0,0:N0.IB6::pci1
N0.IB6::pci2 connected  configured ok device 
/ssm@0,0/pci@18,700000
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci2

コード例 2-1 基本的な cfgadm コマンドの出力 (続き)

# cfgadm
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N0.IB6::pci3 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@18,600000
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci3
N0.IB7 connected configured ok powered-on, assigned
Apr  3 18:04 PCI_I/O_Boa n /devices/ssm@0,0:N0.IB7
N0.IB7::pci0 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@1b,700000
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci0
N0.IB7::pci1 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@1b,600000
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci1
N0.IB7::pci2 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@1a,700000
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci2
N0.IB7::pci3 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@1a,600000
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci3
N0.IB8 connected configured ok powered-on, assigned
Apr  3 18:04 PCI_I/O_Boa n /devices/ssm@0,0:N0.IB8
N0.IB8::pci0 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@1d,700000
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci0
N0.IB8::pci1 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@1d,600000
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci1
N0.IB8::pci2 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@1c,700000, referenced
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci2
N0.IB8::pci3 connected configured ok device 
/ssm@0,0/pci@1c,600000, referenced
Apr  3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci3
N0.IB9 disconnected unconfigured unknown powered-on, assigned
Apr  3 18:04 PCI_I/O_Boa n /devices/ssm@0,0:N0.IB9
N0.SB0 connected configured unknown powered-on, assigned
Apr  3 18:04 CPU_Board n /devices/ssm@0,0:N0.SB0
N0.SB0::cpu0 connected configured ok cpuid 0, speed 750 MHz, 
ecache 8 MBytes
Apr  3 18:04 cpu n /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu0
N0.SB0::cpu1 connected configured ok cpuid 1, speed 750 MHz, 
ecache 8 MBytes
Apr  3 18:04 cpu n /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu1
N0.SB0::cpu2 connected configured ok cpuid 2, speed 750 MHz, 
ecache 8 MBytes
Apr  3 18:04 cpu n /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu2

コード例 2-2 cfgadm -av コマンドの出力結果 (続き)
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以下で、コード例 2-2 の表示の一部を詳しく説明します。

図 2-1 cfgadm -av コマンドによる表示の詳細

コマンドのオプション

cfgadm -c コマンドのオプションを表 2-2 に示します。

表 2-2 cfgadm -c コマンドのオプション

cfgadm -c の
オプション 機能

connect スロットはボードに電力を供給するとともに、ボードの監視を開

始する。スロットが割り当てられていなかった場合は、割り当て

る。

disconnect ボードの監視は停止されてスロットの電源は切断される。

configure オペレーティングシステムはボードに機能上の役割を割り当て

て、そのボードのデバイスドライバと接続デバイスのデバイスド

ライバをそれぞれ読み込む。

unconfigure オペレーティングシステムからボードが論理的に切り離されて、

関連するデバイスドライバがオフラインになる。環境の監視は続

けられるが、ボード上のデバイスをシステムで使用することはで

きない。

N0.IB6 connected configured ok powered-on, assigned
Apr  3 18:04 PCI_I/O_Boa n /devices/ssm@0,0:N0.IB6

接続点 ID 受容体の状態 占有装置の状態 条件 ボード /コンポーネント情報

接続された時刻 ボード /コンポーネントの
タイプ

ビジー状態 物理的 ID と位置
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cfgadm -x コマンドのオプションを表 2-3 に示します。

cfgadm_sbd マニュアルページには、cfgadm -c と cfgadm -x のオプションに関
する補足情報が記載されています。sbd ライブラリには、cfgadm 利用時における、
クラス sbd のホットプラグ対応システムボードの機能について記載されています。

ボードとアセンブリのテスト

� CPU/メモリーボードをテストする
CPU/メモリーボードをテストするには、まず CPU/メモリーボードにドメインを割
り当て、電源を投入し、切り離しておく必要があります。これらすべての条件を満た

していない場合、ボードテストは失敗します。

Solaris の cfgadm コマンドを使用して、CPU/メモリーボードをテストすることがで
きます。スーパーユーザーとして、次のコマンドを入力します。

cfgadm で実行する診断レベルを変更するには、cfgadm コマンドに次のように診断
レベルを指定します。

表 2-3 cfgadm -x コマンドのオプション

cfgadm -x の

オプション 機能

assign ドメインにボードを追加する (割り当てる)。

unassign ドメインからボードを削除する (割り当て解除する)。

poweron システムボードの電源を投入する。

poweroff システムボードの電源を切断する。

# cfgadm -t ap-id

# cfgadm -o platform=diag=<level> -t ap-id
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ここで、level は診断レベル、

ap-id は接続点識別子です。

level を指定しない場合、setupdomain コマンドによってデフォルトの診断レベルが
設定されます。これについては、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラット
フォーム管理ガイド』と『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムコントローラコマ
ンドリファレンスマニュアル』の両方に記載されています。診断レベルには、次のレ

ベルがあります。

� I/O アセンブリをテストする
I/O アセンブリは、ドメインに追加する前にテストする必要があります。

I/O アセンブリをテストするには、Solaris オペレーティング環境を実行していない予
備のドメインを用意する必要があります。

表 2-4 診断レベル

診断レベル 説明

init システムボードの初期設定コードのみを実行する。テストは実行し

ない。このレベルは、POST を高速で実行する。

quick システムボードコンポーネント全部を、いくつかのテストとテスト

パターンでテストする。

default メモリーと Ecache モジュールを除き、システムボードコンポーネン
ト全部を、すべてのテストとテストパターンでテストする。max と 
default の診断レベルは同じ。

max メモリーと Ecache モジュールを除き、システムボードコンポーネン
ト全部を、すべてのテストとテストパターンでテストする。max と 
default の診断レベルは同じ。

mem1 default レベルのすべてのテストを実行し、さらに DRAM と SRAM 
のテストアルゴリズムも徹底的に実行する。メモリーと Ecache モ
ジュールについては、複数パターンを使ってすべての位置をテスト

する。このレベルでは、上記以上の時間のかかるアルゴリズムは実

行されない。

mem2 mem1 と同じテストの他に、DRAM データを明示的に比較する 
DRAM テストも実行する。
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1. Solaris オペレーティング環境を実行しておらず、かつ少なくとも 1 つの CPU/メモ
リーボードを備えた予備のドメイン (A ～ D) のドメインシェルを入力します。

2. Ctrl キーを押しながら ] キーを押すと、telnet> プロンプトが表示されます。send 
break と入力して、システムコントローラのドメインシェルを表示します。

注 – この例では、ドメイン A が現在のアクティブなドメインで、ドメイン B が予備
のドメインです。

3. 予備のドメイン (B) シェルで、addboard コマンドを使ってドメインに I/O アセンブ
リを追加します。

ここで、x は 6、7、8、または 9 です。

4. 予備のドメインの仮想キースイッチをオンに設定します。

ここで、x は CPU を表します。仮想キースイッチをオンにすると、POST がドメイン
で実行されます。ok プロンプトが表示されたら、I/O アセンブリは正常に機能してい
ます。

5. 次のコマンドを入力します。

6. 次のコマンドを入力してボードを削除します。

schostname:B> addboard IBx

schostname:B> setkeyswitch on
.
.
{x} ok

schostname:B> setkeyswitch standby

schostname:B> deleteboard ibx
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7. 次のコマンドを使って、アクティブなドメイン (A) でボードを追加します。

ボードの取り付けと交換

� ドメインに新しいボードを取り付ける

注意 – 物理的なボードの取り外しと交換についての詳細は、『Sun Fire 
6800/4810/4800/3800 システムサービスマニュアル』を参照してください。規
定の手順に従わない場合、システムボードやその他のコンポーネントが損傷す

る可能性があります。また、ボードとコンポーネントの取り外しと交換に関連

するソフトウェア上の手順についての詳細は、『Sun Fire 
6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照してくだ
さい。

注 – ボードを交換する場合、フィラーパネルが必要なこともあります。フル構成の 
Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムには、システムボード、CompactPCI、
L2 リピータボードのフィラーパネルが 1 つずつ、合計 3 つのフィラーパネルが
同梱されています。

ボードをシステムに挿入する方法がよくわからない場合は、実行する前に、『Sun 
Fire 6800/4810/4800/3800 システムサービスマニュアル』を用意してください。

1. スーパーユーザーとして次のコマンドを入力し、ドメインで使用可能な空のスロット
を指定します。

2. アース用ストラップによって正しく接地されていることを確認します。

# cfgadm -c configure N0.IBx

# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
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3. 空のスロットの位置を確認したら、そのスロットからシステムボードフィラーパネル
を取り外します。

4. システムが過熱しないように 、1 分以内にボードをそのスロットに挿入します。

ボードの詳細な挿入手順は、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムサービスマ
ニュアル』を参照してください。

5. cfgadm -c configure コマンドを使って、ボードの電源を投入し、テストを行
い、構成します。

ここで、ap_id は、次のコマンドを実行したときに返される接続点 ID です。
cfgadm -l -s "select=class(sbd)"

� CPU/メモリーボードをホットスワップする

注意 – 物理的なボードの取り外しと交換についての詳細は、『Sun Fire 
6800/4810/4800/3800 システムサービスマニュアル』を参照してください。規
定の手順に従わない場合、システムボードやその他のコンポーネントが損傷す

る可能性があります。

注 – カードを挿入しているときにカードのラッチ金具レバーをいっぱいに押すか、
カードを取り外す前にラッチ金具レバーを少し離すと、ホットスワップが開始し

ます。ホットスワップを実行するときは、コマンドを実行する必要はありませ

ん。一方、ホットプラグを実行するときは cfgadm コマンドを実行します。

1. ボードが Solaris オペレーティング環境で使用されている場合は、スーパーユーザー
の状態で取り外すボードを指定します。

スロット番号 (接続点 ID) を調べておく必要があります。

2. アース用ストラップの装着によって正しく接地されていることを確認します。

# cfgadm -c configure ap_id

# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
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3. cfgadm コマンドを使って、ドメインからボードを切り離し、ボードの電源を切断し
ます。

ここで、ap_id は、接続点 ID です。

このコマンドは、Solaris オペレーティング環境と OpenBoot PROM から資源を削除
し、ドメインからボードを切り離して、ボードの電源を切断します。

4. 電源およびホットプラグ可能の LED の状態を確認します。

CPU/メモリーボードが冷却中であるときは、緑色の電源 LED がすぐに点滅します。
システムから安全にボードを取り外すためには、緑色の電源 LED  が消えて、オ
レンジ色のホットプラグ可能 LED  が点灯している必要があります。

5. ボードの交換を行います。詳細は、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムサービ
スマニュアル』を参照してください。

6. ボードの交換が済んだら、Solaris の動的再構成を行う cfgadm コマンドを使用して、
ボードを Solaris オペレーティング環境に戻します。

ここで、ap_id は、接続点 ID です。

このコマンドは、ボードをドメインに割り当て、電源を投入し、テストを行い、接続

し、ボードのすべての資源を Solaris オペレーティング環境に戻します。

7. 緑色の電源 LED  が点灯していることを確認します。

� I/O アセンブリをホットスワップする
I/O アセンブリには、CompactPCI (cPCI) と標準 PCI の 2 種類があります。この作業
手順は両方のタイプに適用されます。ただし、cPCI カードをホットスワップ、ホット
プラグ、および動的再構成している間は、PCI カードと標準 I/O アセンブリをホット
スワップ、ホットプラグ、動的再構成することはできません。

# cfgadm -c disconnect ap_id

# cfgadm -c configure ap_id
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カードを挿入しているときにカードのラッチ金具レバーをいっぱいに押すか、カード

を取り外す前にラッチ金具レバーを少し離すと、ホットスワップが開始します。ホッ

トスワップを実行するときは、コマンドを実行する必要はありません。一方、ホット

プラグを実行するときは cfgadm コマンドを実行します。

注意 – 物理的なボードの取り外しと交換についての詳細は、『Sun Fire 
6800/4810/4800/3800 システムサービスマニュアル』を参照してください。規
定の手順に従わない場合、システムボードやその他のコンポーネントが損傷す

る可能性があります。

1. I/O アセンブリが Solaris オペレーティング環境で使用されている場合は、スーパー
ユーザーの状態で取り外す I/O アセンブリを指定します。

スロット番号 (接続点 ID) を調べておく必要があります。

2. cfgadm コマンドを使って、ドメインからボードを切り離し、ボードの電源を切断し
ます。

ここで、ap_id は、接続点 ID です。

このコマンドは、Solaris オペレーティング環境と OpenBoot PROM から資源を削除
し、ドメインからボードを切り離して、I/O アセンブリの電源を切断します。

3. cfgadm コマンドを使って、ドメインからボードを取り外します。

4. I/O アセンブリのステータス LED の状態を確認します。

システムから安全に I/O アセンブリを取り外すためには、I/O アセンブリの緑色の電
源 LED  が非アクティブ状態で (消えて)、オレンジのホットプラグ可能 LED  
が点灯している必要があります。

5. I/O アセンブリの交換を行います。詳細は、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システ
ムサービスマニュアル』を参照してください。

# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"

# cfgadm -c disconnect ap_id

# cfgadm -x unassign ap_id
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注 – I/O アセンブリの交換を開始する前に、正しく接地されていることを確認しま
す。

ボードを Solaris オペレーティング環境に戻す前に、I/O アセンブリをテストするに
は、Solaris オペレーティング環境を実行しておらず、かつ少なくとも 1 つのCPU/メ
モリーボードを備えた予備のドメインを入力する必要があります。

Solaris オペレーティング環境を実行していない、少なくとも 1 つの CPU/メモリー
ボードを備えた予備のドメイン (A ～ D) のドメインシェルを入力します。

6. Ctrl キーを押しながら ] キーを押すと、telnet> プロンプトが表示されます。send 
break と入力して、システムコントローラのドメインシェルを表示します。

注 – この例では、ドメイン A が現在のアクティブなドメインで、ドメイン B が予備
のドメインとして使用されます。

7. 予備のドメインシェルで、addboard コマンドを使ってドメインに I/O アセンブリを
追加します。

ここで、x は 6、7、8、または 9 です。

8. 予備のドメインの仮想キースイッチをオンに設定します。

仮想キースイッチをオンにすると、POST がドメインで実行されます。

ここで、x は CPU を表します。ok プロンプトが表示されたら、I/O アセンブリは正
常に機能しています。

schostname:B> addboard ibx

schostname:B> setkeyswitch on
.
.
{x} ok
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9. Ctrl キーを押しながら ] キーを押すと、telnet> プロンプトが表示されます。send 
break と入力して、システムコントローラのドメインシェルに接続します。

telnet 接続の種類によっては、send esc の後に send break と入力して、システム
コントローラのドメインシェルを接続する必要がある場合もあります。

10. 次のコマンドを入力します。

11. 次のコマンドを入力してボードを削除します。

12. ドメイン A の Solaris プロンプトで、I/O アセンブリを構成します。

CompactPCI カードのホットスワップ
カードを挿入しているときにカードのラッチ金具レバーをいっぱいに押すか、カード

を取り外す前にラッチ金具レバーを少し離すと、ホットスワップが開始します。ホッ

トスワップを実行するときは、コマンドを実行する必要はありません。それに対し

て、ホットプラグを実行するときは cfgadm コマンドを使用します。

CompactPCI (cPCI) カードをホットスワップするには、cPCI カード I/O アセンブリ
が存在するドメインで Solaris ソフトウェアを起動する必要があります。Solaris ソフ
トウェアをそのドメインで起動すると、cPCI カードがすべて自動構成モードになり、
cfgadm コマンドを使用することなく、すべての構成処理と構成解除処理を実行でき
ます。

ホットスワップで cPCI カードを挿入すると、カードは自動的に電源が投入されて構
成されます。ホットスワップで cPCI カードを取り外すと、カードは自動的に構成解
除されて電源が切断されます。

schostname:B> setk standby

schostname:B> deleteboard ibx

# cfgadm -c configure N0.IBx
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注意 – 物理的なボードの取り外しと交換についての詳細は、『Sun Fire 
6800/4810/4800/3800 システムサービスマニュアル』を参照してください。規
定の手順に従わない場合、システムボードやその他のコンポーネントが損傷す

る可能性があります。

� CompactPCI カードを挿入する
1. スーパーユーザーの状態でカードを挿入するスロットを指定します。

2. カードを挿入し、ラッチ金具レバーを完全に押し下げて、確実にはめ込みます。カー
ドは自動的に電源が投入されて構成されます。カードの青色のホットスワップ可能 
LED は消え、I/O アセンブリの緑色の電源 LED は点灯し、オレンジ色のホットプラグ
可能 LED は消えているはずです。ホットスワップによるカードの挿入は、次のコマ
ンドを入力することと同じです。cfgadm -c configure ap_id

� CompactPCI カードを取り外す

注 – CompactPCI (cPCI) カードをホットスワップする前に、そのカードで入出力処理
が実行されていないことを確認してください。

1. ラッチ金具レバーを少し離して、カードを非アクティブにします。

2. カードの青色のホットスワップ可能 LED と、I/O アセンブリのオレンジ色のホットプ
ラグ可能 LED  は点灯し、緑色の電源 LED は消えていることを確認します。

3. カードを取り外します。

ドメインのコンソールが使用可能であれば、カードが構成解除されたというメッセー

ジが表示されます。
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� CompactPCI カードをホットプラグする
ホットプラグは、cfgadm コマンドを使って実行します。一方、ホットスワップは、
カードを挿入しているときにカードのラッチ金具レバーをいっぱいに押すか、カード

を取り外す前にラッチ金具レバーを少し離して実行します。ホットスワップを実行す

るときは、コマンドを実行する必要はありません。

1. スーパーユーザーの状態で削除する cPCI カードを指定します。

スロット番号 (接続点 ID) を調べておく必要があります。

2. 取り外す cPCI カードを切り離し (設定解除し) ます。

ここで、ap_id は、接続点 ID です。カードは自動的に構成解除されて電源が切断され
ます。

3. カードが切り離されていることを確認します。

4. I/O アセンブリの緑色の電源 LED とオレンジ色のホットプラグ可能 LED 、cPCI 
カードの青色のホットスワップ可能 LED を調べます。

I/O アセンブリの緑色の電源 LED が消え、I/O アセンブリのオレンジ色のホットプラ
グ可能 LED  と、cPCI カードの青色のホットスワップ可能 LED が点灯している場
合は、安全に cPCI カードを取り外せます。

5. アース用ストラップの装着によって正しく接地されていることを確認してから、cPCI 
カードを取り外して交換します。

注意 – 物理的なボードの取り外しと交換についての詳細は、『Sun Fire 
6800/4810/4800/3800 システムサービスマニュアル』を参照してください。規
定の手順に従わない場合、システムボードやその他のコンポーネントが損傷す

る可能性があります。

# cfgadm -s "select=class(pci)"

# cfgadm -c unconfigure ap_id

# cfgadm -s "select=class(pci)” ap_id
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6. カードを取り付けたら、カードを接続 (構成) します。

Solaris をドメインで起動すると、そのドメインの cPCI スロットがすべてデフォルト
で自動構成モードになります。自動構成モードでは、すべてのスロットにおいてホッ

トスワップが使用可能です。

注 – 自動構成機能を無効にするときは、cfgadm -x disable_autoconfig ap_id　 
コマンドを使用します。自動構成機能を再び有効にするときは、cfgadm -x 

enable_autoconfig ap_id コマンドを使用します。

7. 緑色の電源 LED を調べます。

I/O アセンブリの緑色の電源 LED  が点灯し、cPCI カードの青色のホットスワッ
プ可能 LED が消えているはずです。

8. カードが接続されていることを確認します。

� システムからボードを取り外す

注 – 作業を開始する前に、システムから取り外すシステムボードと交換するシステム
ボードフィラーパネルの準備をしておきます。システムボードフィラーパネル

は、冷却空気を循環させるスロットが付いた金属ボードです。

1. 取り外すボードを指定します。

スロット番号を調べておく必要があります。

# cfgadm -c configure ap_id

# cfgadm -s "select=class(pci)" ap_id

# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
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2. cfgadm -c disconnect コマンドを使って、ドメインからボードを切り離して電源
を切断します。

ここで、ap_id は、次のコマンドを実行したときに返される接続点 ID です。
cfgadm -al -s select=class(sbd)

注意 – 物理的なボードの取り外しと交換についての詳細は、『Sun Fire 
6800/4810/4800/3800 システムサービスマニュアル』を参照してください。規
定の手順に従わない場合、システムボードやその他のコンポーネントが損傷す

る可能性があります。

3. システムからボードを取り外します。

ボードの詳細な取り外し手順は、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムサービス
マニュアル』を参照してください。

4. システムが過熱しないように、ボードを取り外してから 1 分以内にそのスロットにシ
ステムボードフィラーパネルを挿入します。

� ドメイン間でボードを移動する

1. 削除するボードのスロット番号を指定します。

2. ボードを構成解除します。ただし、テストステータスを保持するために電源は投入し
たままにします。

ここで、ap_id は、次のコマンドを実行したときに返される接続点 ID です。
cfgadm -l -s "select=class(sbd)"

この時点では、スロットはどのドメインにも割り当てられていないので、すべてのド

メインから認識可能です。

# cfgadm -c disconnect ap_id

# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"

# cfgadm -o unassign,nopoweroff -c disconnect ap_id
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3. ボードの移動先となるドメインで、そのボードが切り離された状態として認識される
かどうかをチェックします。

4. cfgadm -c configure コマンドを使って、新しいドメインでボードを構成しま
す。これは、割り当て操作になります。

� 一時的にボードを切り離す

DR を使用すると、電源を切断した状態でボードをプレーンに置いておくことができ
ます。たとえば、ボードに障害が発生し、交換用ボードやシステムボードフィラーパ

ネルが使用できないときに、この操作を実行してください。

1. 取り外すボードを指定します。

スロット番号を調べておく必要があります。

2. cfgadm -c disconnect コマンドを使って、ドメインからボードを切り離して電源
を切断します。

ここで、ap_id は、次のコマンドを実行したときに返される接続点 ID です。
cfgadm -l -s "select=class(sbd)"

# cfgadm -al -s select=class(sbd)

# cfgadm -c configure ap_id

# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"

# cfgadm -c disconnect ap_id
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第 3 章

トラブルシューティング

この章では、一般的な障害について説明します。

� 37 ページの「構成解除操作での障害」
� 43 ページの「構成操作での障害」

次のメッセージは、cfgadm 診断メッセージの一例です。(ここには、構文に関するエ
ラーメッセージは含まれていません。) 

補足エラーメッセージの詳細は、cfgadm(1M)、cfgadm_sbd(1M)、
cfgadm_pci(1M)、および config_admin(3X) のマニュアルページを参照してくだ
さい。

構成解除操作での障害
構成解除操作を開始するときにシステムが正常な状態でない場合、CPU/メモリー
ボードまたは入出力ボードの構成解除操作で障害が発生することがあります。

cfgadm:Configuration administration not supported on this machine 
cfgadm:hardware component is busy, try again
cfgadm:operation:configuration operation not supported on this machine
cfgadm:operation:Data error:error_text
cfgadm:operation:Hardware specific failure:error_text
cfgadm:operation:Insufficient privileges
cfgadm:operation:Operation requires a service interruption
cfgadm:System is busy, try again
WARNING:Processor number number failed to offline. 
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CPU/メモリーボードの構成解除での障害
� ボードを構成解除するときに、ボード上のメモリーが複数のボードにインタリーブ

されている。

� CPU を構成解除するときに、プロセスが CPU に結合されている。

� システムボード上で CPU を構成解除するときに、メモリーがシステムボード上に
構成されたままである。

� ボード上のメモリーが構成されている (使用中である)。39 ページの「常時メモリー
を搭載しているボード上のメモリーを構成解除できない」を参照してください。

� ボード上の CPU をオフラインにできない。40 ページの「CPU を構成解除できない」
を参照してください。

メモリーが複数のボードでインタリーブされているボードを構
成解除できない

メモリーが複数のシステムボードでインタリーブされているシステムボードを構成解

除しようとすると、次のようなエラーメッセージが表示されます。

プロセスの結合先の CPU を構成解除できない

プロセスの結合先の CPU を構成解除しようとすると、次のようなエラーメッセージ
が表示されます。

� CPU からプロセスを結合解除し、もう一度構成解除操作を実行します。

cfgadm:Hardware specific failure:unconfigure N0.SB2::memory:Memory is 
interleaved across boards:/ssm@0,0/memory-controller@b,400000 

cfgadm:Hardware specific failure:unconfigure N0.SB2::cpu3:Failed to off-line: 
/ssm@0,0/SUNW,UltraSPARC-III 
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すべてのメモリーを構成解除してからでないと、CPU を構成
解除できない

CPU の構成解除を行う前に、システムボード上のすべてのメモリーを構成解除してお
く必要があります。ボード上のすべてのメモリーを構成解除する前に CPU を構成解
除しようとすると、次のようなエラーメッセージが表示されます。

� ボード上のすべてのメモリーを構成解除してから、CPU を構成解除します。

常時メモリーを搭載しているボード上のメモリーを構成解除で
きない

常時メモリーを搭載しているボード上のメモリーを構成解除するには、常時メモリー

ページを、使用できる十分なメモリーを搭載している別のボードに移動して、そこで

保持します。構成解除操作を開始する前に、このような別のボードを用意しておく必

要があります。

メモリーを再構成できない

次のようなメッセージが表示されて構成解除操作が失敗した場合は、ボード上のメモ

リーを構成解除することができなかったことになります。

十分なメモリーを別のボードに追加して、常時メモリーページをそこで保持してか

ら、もう一度構成解除操作を実行します。

� 常時メモリーページを移動できないことを確認するには、cfgadm コマンドに詳細オ
プションを付けて実行し、表示されたリストで “permanent” という語を検索します。

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::cpu0: Can’t unconfig cpu 
if mem online: /ssm@0,0/memory-controller 

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: No available memory 
target: /ssm@0,0/memory-controller@3,400000 

# cfgadm -av -s “select=type(memory)”
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使用できる十分なメモリーがない

次のメッセージのどちらかが表示されて構成解除が失敗した場合は、ボードを取り外

すときに使用できる十分なメモリーがシステムにない可能性があります。

� システム上のメモリーの負荷を減らしてから、もう一度実行します。実現可能であれ

ば、別のボードのスロットにメモリーを追加します。

メモリー要求が増加した

次のメッセージが表示されて構成解除が失敗した場合は、構成解除操作を処理中にメ

モリー要求が増加しています。

� システム上のメモリーの負荷を減らしてから、もう一度実行します。

CPU を構成解除できない

CPU の構成解除は、CPU/メモリーボードの構成解除操作の一部です。
構成解除操作で CPU をオフラインにできない場合は、次のメッセージがコンソール
に表示されます。

この障害は、CPU が次の状態のときに発生します。

� その CPU に結合されているプロセスがある。
� CPU セットの最後の CPU である。
� システムで最後のオンラインの CPU である。

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Insufficient memory

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Memory operation failed

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Memory operation refused

WARNING: Processor number failed to offline. 
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ボードの切り離しができない

ボードの構成解除はできますが、その後でボードを切り離すことができません。

cfgadm ステータスには、ボードが切り離せない状態であると表示されます。この問
題は、そのボードが、代替ボードに再配置できない重要なハードウェアサービスを提

供しているときに発生します。

入出力ボードの構成解除での障害

デバイスが使用中のときは、そのデバイスを構成解除することも切り離すこともでき

ません。入出力ボードを構成解除するときの大部分の障害は、ボード上の動作が停止

していないためか、入出力デバイスが停止後に再度アクティブになったために発生し

ます。

デバイスがビジーである

入出力ボードを構成解除または切り離す前に、そのボードに接続されているディスク

をアイドル状態にする必要があります。デバイスが使用中であるときに、そのボード

を構成解除または切り離しをしようとしても拒否されます。

入出力ボードがビジーであるか、または開いているデバイスがあるために構成解除操

作が失敗した場合、そのボードは一部分だけが構成解除されたままになります。構成

解除操作の処理は、ビジー状態のデバイスで停止します。

構成解除されなかったデバイスへのアクセスを回復するには、ボードを完全に構成解

除してから再構成する必要があります。

ボード上のデバイスがビジーのときは、構成解除を試行した後に、次のメッセージが

表示されます。

構成解除操作を続けるには、デバイスを取り外してから、構成解除操作をもう一度実

行します。ボードを再構成するときには、そのボードが構成解除状態になっている必

要があります。

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.IB6: Device 
busy: /ssm@0,0/pci@18,700000/pci@1/SUNW,isptwo@4/sd@6,0
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入出力デバイスでの問題

すべての入出力デバイスは構成解除する前に閉じる必要があります。

1. デバイスを開いたプロセスを調べるには、fuser(1M) コマンドを使用します。

2. 次のコマンドを実行して、vold デーモンを正常に終了します。

3. 構成解除しようとしているカードに関連する、すべての SCSI コントローラを切り離
します。接続されている全 SCSI コントローラのリストを入手するには、次のコマン
ドを使用します。

4. Solaris™ Volume Manager (SVM) ミラーリングの冗長性機能を使って、ボードに接続
されているデバイスにアクセスする場合は、他のシステムボード上のコントローラを

介してデバイスやネットワークへアクセスできるように、これらサブシステムを再構

成します。

5. ボードの常駐パーティションを持つ SVM メタデバイスを含めたファイルシステムを
マウント解除します (たとえば、umount/partition)。

6. SVM データベースをボード常駐パーティションから削除します。SVM データベース
の位置は、ユーザーが明示的に選択するものであり、変更が可能です。

7. Sun Volume Manager または Veritas Volume Manager が使用している占有領域を削
除します。

デフォルトでは、Volume Manager は制御対象の各デバイスの占有領域を使用してい
るため、こういったデバイスを Sun Volume Manager の制御から削除してから、切り
離す必要があります。

8. スワップ構成からディスクパーティションを削除します。

9. デバイスまたは raw パーティションを直接開くすべてのプロセスを終了するか、また
はボード上で開いているデバイスを閉じるようにそのプロセスに指示します。

# /etc/init.d/volmgt stop

# cfgadm -l -s "select=class(scsi)"
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注 – ファイルシステムのマウント解除は、NFS クライアントシステムに影響する場合
があります。

RPC や TCP のタイムアウト、または接続の損失

デフォルトでは、2 分経過するとタイムアウトが発生します。DR によるオペレーティ
ングシステムの休止期間 (2 分以上続くこともあります) 中にタイムアウトにならない
ように、管理者はこのタイムアウト値を増やして 2 分以上とする必要がある場合があ
ります。システムを休止すると、システムと関連ネットワークサービスが一定期間 
(場合によっては 2 分以上) 使用できなくなります。この変更は、クライアントとサー
バーの両方のマシンに影響します。

構成操作での障害

CPU/メモリーボードの構成での障害
CPU/メモリーボードの構成を妨げる問題には、次のものがあります。

� CPU0 と CPU1 の一方が構成されているときに、もう一方を構成しようとする。

� CPU がボード上で構成されたままである。

CPU0 と CPU1 の一方が構成されているときに、もう一方を
構成できない

CPU0 と CPU1 の一方を構成する前に、もう一方の CPU が構成解除されていること
を確認します。
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ボード上の CPU は、メモリーより先に構成する必要がある

メモリーを構成する前に、システムボード上のすべての CPU を構成しておく必要が
あります。1 つまたは複数の CPU を構成解除しているときにメモリーを構成しようと
すると、次のようなエラーメッセージが表示されます。

入出力ボードの構成での障害

デバイスが接続されている入出力ボードがホットプラグに対応していないため、構成

操作が失敗する場合があります。こういった場合、そのボードは一部分だけ構成され

ます。構成操作は、非対応のデバイスで停止します。その場合、他の構成操作を行う

前に、そのボードを構成解除された状態に戻す必要があります。次のようなメッセー

ジが表示されます。

� 構成操作を続けるには、非対応のデバイスドライバを削除するか、ホットプラグに対

応している新しいバージョンのドライバと交換します。

cfgadm: Hardware specific failure: configure N0.SB2::memory: Can’t 
config memory if not all cpus are online: 
/ssm@0,0/memory-controller

cfgadm: Hardware specific failure: configure N0.IB6: Unsafe driver 
present: <device path>
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用語集

ap_id 接続点識別子。ap_id は、システムの接続点の種類と位置を指定する一意
の値。識別子には、物理識別子と論理識別子の 2 種類がある。物理接続点の
識別子には完全指定のパス名が含まれ、論理接続点の識別子にはその短縮形

表記が含まれる。

cfgadm コマンド cfgadm は、Sun Fire 6800、4810、4800、3800 システムで動的再構成を行う
重要なコマンドである。このコマンドとそのオプションの詳細は、

cfgadm(1M)、cfgadm_sbd(1M)、および cfgadm_pci(1M) のマニュアル
ページを参照。このコマンドと関連コマンドの最新情報については、DR 
Web サイトの Solaris 8 セクション、および 15 ページの「Sun Enterprise 
DR の Web サイト」を参照。

DR 「動的再構成」を参照。

IP マルチパス (IPMP) インターネットプロトコルのマルチパス。複数のネットワークインタフェー

スカードがシステムに接続されているとき、負荷均衡によって継続的にアプ

リケーションを利用できるようにする。ネットワークアダプタで障害が発生

し、代替アダプタが同じ IP リンクに接続されている場合、システムは、故
障したアダプタから代替アダプタに全ネットワークアクセスを切り替える。

複数のネットワークアダプタが同じ IP リンクに接続されている場合は、
ネットワークトラフィックの増加が複数のネットワークアダプタ全体に拡大

し、それによりネットワークのスループットが改善する。

一時停止可能性 デバイスドライバが DR に対応するには、ユーザースレッドの停止、
DDI_SUSPEND 呼び出しの実行、クロックの停止、および CPU の停止を実
行する機能を備えている必要がある。
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一時停止に対して

安全 一時停止に対して安全なデバイスは、オペレーティングシステムが休止状態

にある間、メモリーへのアクセスもシステムへの割り込みも行わない。ドラ

イバがオペレーティングシステムの休止 (一時停止/再開) をサポートすると
きは、「一時停止に対して安全な」ドライバとみなされる。また、一時停止

要求が正常に完了すると、一時停止要求が出されてそのデバイスが開いてい

る場合でも、そのドライバが管理するデバイスはメモリーにアクセスしな

い。

一時停止に対して

危険 一時停止に対して危険なデバイスは、オペレーティングシステムが休止状態

にある間、メモリーへのアクセスやシステムへの割り込みを実行できる。

休止 オペレーティング環境の短時間の一時休止。これにより、ページング不可能

な OpenBoot PROM (OBP) またはカーネルメモリーを持つシステムボード
で、構成解除および切り離し操作が可能になる。操作の重要な段階では、

バックプレーンでのすべてのオペレーティング環境とデバイスの動作を数秒

間停止する必要がある。

切り離し システムがボードの監視を停止して、スロットの電源が切断されること。こ

の状態でボードの電源プラグを抜くことができる。

切り離し可能性 デバイスドライバは DDI_DETACH をサポートしており、デバイス (入出力
ボードや SCSI チェーンなど) は、切り離すことができるように物理的に配
置されている。

構成解除 オペレーティングシステムからボードが論理的に切り離されて、関連するデ

バイスドライバがオフラインになること。環境の監視は続けられるが、ボー

ド上のデバイスをシステムで使用することはできない。

構成 (システム) システムに認識されている接続デバイスの集まり。構成が更新されるまで、

システムは物理デバイスを使用できない。オペレーティングシステムはボー

ドに機能上の役割を割り当てて、そのボードのデバイスドライバと接続デバ

イスのデバイスドライバをそれぞれ読み込む。

構成 (ボード) オペレーティングシステムはボードに機能上の役割を割り当てて、そのボー

ドのデバイスドライバと接続デバイスのデバイスドライバをそれぞれ読み込

む。

受容体 ボードスロットや SCSI チェーンなど、受信側のこと。

条件 接続点の動作状態。
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状態 受容体 (スロット) または占有装置 (ボード) のどちらかの操作状態。

接続 ボードがスロットに装着され、電気的に接続されていること。スロットの温

度はシステムによって監視される。

接続点 ボードとそのカードケージスロットをまとめて表したもの。物理接続点は、

カードケージスロットのソフトウェアドライバと位置を示す。論理接続点

は、物理接続点を参照するためにシステムによって作成された簡易名であ

る。

占有装置 DR 受容体やスロットを占有する、システムボードやディスクドライブなど
のハードウェア資源。

動的再構成 動的再構成 (DR) は、管理者がシステムの電源を切断することなく、(1) シス
テム構成の表示、(2) ポート、記憶装置、またはボードに関する操作の一時
停止または再開、(3) システムの再構成 (ディスクドライブやインタフェース
ボードなどのホットスワップ対応デバイスの切り離しや接続) を実行できる
ようにするソフトウェア。DR を IPMP や Solstice DiskSuite ソフトウェア 
(および冗長ハードウェア) と併用すると、サービスプロバイダが既存のデバ
イスの交換や新しいデバイスの取り付けを行う間に、サーバーではディスク

ドライブおよびネットワークとの通信を中断なく継続することができる。

ボード上のメモリーがシステムの他のボードのメモリーとインタリーブされ

ていない場合には、DR は CPU/メモリーボードの交換をサポートする。

ドメイン 電気的に接続されているシステムボードの論理的な集まり。ドメインは互い

に分離しており、相互作用することはない。各ドメインは、自身の Solaris 
オペレーティング環境を実行し、独自のホスト識別子を持つ。

ドメイン管理 システムボードを接続および構成してドメインを作成する処理と、システム

ボードを構成解除および切り離して、システムボードを別のドメインに移動

したり不良のシステムボードを交換したりする処理のこと。

物理 DR ボードの物理的な追加または取り外しに関する DR 操作。「論理 DR」も参
照。

プラットフォーム Sun Fire 6800 システム、Sun Fire 4810 システム、Sun Fire 4800 システム、
Sun Fire 3800 システムといった、特定の Sun Fire システムのモデル。

プラットフォーム

管理 Sun Fire システムでのドメインの設定、ドメイン間での資源の再割り当て、
および各ドメインでの性能の監視を行う処理。
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ホットスワップ ホットスワップ対応デバイスは、特別な DC 電源コネクタと論理回路を持
つ。これにより、システムの電源を切断せずにデバイスを挿入することがで

きる。

ホットプラグ ホットプラグ対応のボードとモジュールには、ボードまたはモジュールに電

力を供給してからデータピンに電流を通す特殊なコネクタがある。ホットプ

ラグコネクタのないボードやデバイスは、システムの実行中には着脱するこ

とはできない。

論理 DR 物理的にハードウェアを追加したり取り外したりしない DR 操作。一例とし
ては、故障したボードを非アクティブ化し、交換用ボードが使用可能になる

まで (冷却空気の流れが変わらないように) そのスロットに装着したままに
する操作が挙げられる。
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