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はじめに

このマニュアルでは、Sun BladeTM T6340 サーバーモジュールをシャーシに設置する
方法について説明します。また、ネットワーク接続とシステム構成手順についても説
明します。

お読みになる前に
このドキュメントは、経験豊富なシステム管理者を対象としています。Sun Blade 
T6340 サーバーモジュールを設置する前に、次のドキュメントで説明している内容を
十分に理解しておく必要があります。

■ 『Sun Blade T6340 Server Module Product Notes』(820-3901)

■ 『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド』(820-2698) 

■ 『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 補足マニュアル Sun Blade T6340 サー
バーモジュール』(820-6862)

■ 使用する Sun Blade モジュラーシステム (シャーシ) に付属の設置用ドキュメント

詳細は、x ページの「関連マニュアル」を参照してください。
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UNIX コマンド
このドキュメントには、ファイルのコピー、ディレクトリの一覧表示、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。次の Web サイトにある Solaris™ オペレーティングシス
テムのドキュメントを参照してください。

http://docs.sun.com

シェルプロンプトについて

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) #

OpenBoot 環境 ok

ALOM-CMT コマンド行プロンプト sc>

ILOM コマンド行プロンプト ->
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書体と記号について

書体または記号*

* 使用しているブラウザにより、これらの設定と異なって表示される場合があります。

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。

マシン名% 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’
はじめに ix



関連マニュアル
Sun Blade T6340 サーバーモジュールのドキュメントは、次の URL で参照できま
す。

http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.t6340?l=ja#hic

ドキュメントのローカライズ版については、次の Web サイトで言語を選択してくだ
さい。

http://docs.sun.com

その他の Sun 製品のドキュメントは、次の URL で参照できます。

http://jp.sun.com/documentation 

作業 ドキュメントの種類、Part No. または URL

既知の問題、回避方法、および新し
い情報の確認

『Sun Blade T6340 Server Module Product Notes』(820-3901)

サーバーのネットワークへの接続、
ソフトウェアの構成

『Sun Blade T6340 サーバーモジュール設置および管理マニュアル』
(820-6854)

遠隔アクセスの設定、システム状態
およびイベントログの表示

『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 補足マニュアル Sun Blade 
T6340 サーバーモジュール』(820-6862)

サーバーモジュールの診断およびト
ラブルシューティング、コンポーネ
ントの取り外しおよび交換

『Sun Blade T6340 Server Module Service Manual』(820-3902)

安全情報の確認 『Sun Blade T6340 Server Module Safety and Compliance Manual』
(820-3903)

『Important Safety Information for Sun Hardware Systems』(816-7190)

シャーシ固有のハードウェアおよび 
ILOM 情報

すべてのドキュメントは、オンラインで次の Web サイトから入手でき
ます。

http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.6000mod

および

http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.6048mod 

JumpStart™ サーバーの構成 『Configuring Jumpstart Servers to Provision Sun x86-64 Systems』
(819-1962)

ネットワークベースのインストール
および JumpStart サーバーの設定

『Solaris 10 8/07 インストールガイド (ネットワークインストール)』
x Sun Blade T6340 サーバーモジュール設置および管理マニュアル • 2008 年 12 月



サポートおよびトレーニング

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。コメントは下記よりお送りください。

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 T6340 サーバーモジュール設置および管理マニュアル』(820-6854)

Sun のサービス URL

サポート http://jp.sun.com/support/

トレーニング http://jp.sun.com/training/
はじめに xi
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第 1 章

設置前の準備作業

この章では、Sun Blade T6340 サーバーモジュールのハードウェアおよびソフトウェ
アの機能について説明します。

ハードウェアの概要
Sun Blade T6340 サーバーモジュールには、表 1-1 および表 1-2 に示す機能が搭載さ
れています。

表 1-1 Sun Blade T6340 サーバーモジュールの機能

機能 説明

プロセッサ 2 つの UltraSPARC® T2 マルチコアプロセッサ (4M バイト L2 キャッシュ搭載)。 大 128 
のスレッドを実行できます。

メモリー 次の容量の完全バッファー型 DIMM (FB-DIMM)、667 MHz 用の 32 個のスロット。

• 1G バイト ( 大 32G バイト)
• 2G バイト ( 大 64G バイト)
• 4G バイト ( 大 128G バイト)
• 8G バイト ( 大 256G バイト)

内蔵ハードドライブ 大 2 つのホットプラグ対応 2.5 インチハードドライブ。

• SFF SAS 73G バイト、15k rpm、および 10k rpm
• SFF SAS 146G バイト、10k rpm
ハードドライブを取り付けていないすべての箇所にフィラ―パネルが挿入されています。

RAID Express 
Module

RAID 拡張モジュール (ハードドライブ管理) と付属する RAID 0、1 コントローラ。

8 つのリンク、x2 SAS (3 Gbps) または SATA (1.5 Gbps)。 大 2 つの内蔵ハードドライブ
と、ミッドプレーンへの 4 つの x2 リンクをサポートしています。
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ユニバーサル
コネクタポート

フロントパネルに 1 つのユニバーサルコネクタポート (UCP)。ユニバーサルケーブルは
シャーシと同梱されており、個別に購入することもできます (図 1-2)。次の接続がサポー
トされています。

• USB 2.0*

• VGA ビデオ 
• シリアル

• ローカルキーボード、ビデオ、マウス、ストレージのサポート (KVMS) 

アーキテクチャー SPARC® V9 アーキテクチャー、ECC 保護

プラットフォームグループ: sun4v
プラットフォーム名: SUNW, Sun Blade T6340 Server Module

低限システムファームウェア 7.1.6 以降の互換性のあるリリース

Solaris 10 5/08 OS (適切なパッチを適用済み)

XVR-50 オンボード
グラフィックス
アクセラレータ

• 2D 24 ビットカラーグラフィックス

• 8 および 24 ビットカラーアプリケーションの柔軟なサポート

• Sun の広範囲のモニターに対応する HD-15 モニターコネクタ

• Sun™ OpenGL® for SolarisTM ソフトウェアによる 3D サポート

表 1-2 シャーシとのインタフェース

機能 説明

Ethernet ポート 2 つの 10G ビット Ethernet ポート。Ethernet のパススルー仕様については、シャーシま
たは Network Express Module (NEM) のドキュメントを参照してください。

PCI Express I/O 2 つの 8 レーンポートがシャーシミッドプレーンに接続されます。 大 2 つの 8 レーン 
PCI ExpressModule (PCI EM) をサポート可能です。

SAS/SATA 遠隔ストレージ用の 4 つのチャネルが、RAID Express Module (REM) からシャーシミッ
ドプレーンに接続されます。

遠隔管理 サービスプロセッサ上の ILOM 管理コントローラ。CLI 管理 (ssh のみ) と N1 システム
マネージャーをサポートします。ssh を介して、DMTF CLI および ALOM-CMT 互換 
CLI を利用できます。リモートコンソール (遠隔 KVMS) は OpenBoot PROM および 
ILOM を介して構成可能です。

電源 電源はシャーシから供給されます。

冷却 環境制御はシャーシから行われます。

表 1-1 Sun Blade T6340 サーバーモジュールの機能 (続き)

機能 説明
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物理仕様
Sun Blade T6340 サーバーモジュールは約 12.9 × 20.1 × 1.7 インチで、1U の
フォームファクタに適合します。このサーバーモジュールを Sun Blade モジュラー
システム (シャーシ) にプラグインします。モジュラーシステムでは各モジュールに 
12 V 電源が供給されるだけでなく、ファンによる冷却が行われます。シャーシは、
12 V の主電源のほか、3.3 V の補助電源を各モジュールに供給し、ILOM サービス
プロセッサに電力を供給します。シャーシ管理モジュール (CMM) は、この 3.3 V の
補助電源によって、主電源および 12 V ファンアプリケーションより先に各モジュー
ルスロットに対してクエリーを実行し、シャーシに取り付けたモジュールをサポー
トできるだけの十分な電力と冷却機能があることを検証できます。

環境要件
表 1-3 に、Sun Blade T6340 サーバーモジュールに固有の環境要件を示します。

表 1-3 Sun Blade T6340 サーバーモジュールの環境要件

条件 要件

動作時の温度 5ºC (41ºF) ～ 35ºC (95ºF)、結露なし

非動作時の温度 -40ºC (-40ºF) ～ 65ºC (149ºF)

動作時の湿度 10 ～ 90%、結露なし ( 高湿球温度 27ºC (80ºF)) 

非動作時の湿度 93%、結露なし ( 高湿球温度 38ºC (100ºF))

動作時の高度 3048 m (10,000’)、35ºC (95ºF)

非動作時の高度 12,000 m (40,000’)
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フロントパネルの機能
図 1-1 に、フロントパネルとその機能の説明を示します。

図 1-1 フロントパネルと背面パネル

図の説明

1 白色のロケータ LED 7 ユニバーサルコネクタポート (UCP)

2 青色の取り外し可能 LED 8 緑色のドライブ OK LED

3 オレンジ色の保守要求 LED 9 オレンジ色のドライブ保守要求 LED

4 緑色の OK LED 10 青色のドライブ取り外し可能 LED

5 電源ボタン 11 シャーシの電源コネクタ

6 リセットボタン (保守専用) 12 シャーシのデータコネクタ
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プリインストールされるソフトウェア 
Sun Blade T6340 サーバーモジュールの注文時に、1 つまたは 2 つのハードディスク
ドライブの取り付けを指定できます。ルートハードドライブへの Solaris オペレー
ティングシステムソフトウェアとその他のソフトウェアのプリインストールも注文で
きます。プリインストールされるソフトウェアについては、次の Web サイトを参照
してください。

http://www.sun.com/software/preinstall 

『Sun Blade T6340 Server Module Product Notes』(820-3901) も参照してください。

ILOM を使用したサーバーモジュールの
管理
Sun™ Integrated Lights Out Manager (ILOM) は、Sun Blade T6340 サーバーモ
ジュールの監視、管理、および構成に使用できるシステム管理ファームウェアです。
ILOM ファームウェアはサーバーモジュールのサービスプロセッサ (SP) にプリイン
ストールされています。ILOM は、システムに電力が供給されるとすぐに初期化され
ます。ILOM へのアクセスには、Web ブラウザ、コマンド行インタフェース (CLI)、
SNMP インタフェース、Intelligent Platform Management Interface (IPMI) などの複
数のインタフェースを使用できます。ILOM は、ホストオペレーティングシステムの
状態とは無関係に、継続して実行されます。

ILOM の構成および使用については、次のドキュメントを参照してください。

■ 『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド』(820-2698)

■ 『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド (補足)』(820-4785)

■ 『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 補足マニュアル Sun Blade T6340 サーバーモ

ジュール』(820-6862)

サービスプロセッサ

「サービスプロセッサ」(SP) は、システムの他のハードウェアから独立して動作する
回路基板です。SP には、独自のインターネットプロトコル (IP) アドレスとメディア
アクセスコントロール (MAC) アドレスがあります。SP は、サーバーモジュールまた
はコンポーネントが部分的に動作しているとき、または電源切断時に動作可能です。
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Sun Blade モジュラーシステムシャーシおよびこのモジュラーシステム内のすべての
サーバーモジュールは、それぞれ専用の SP を持ちます。サーバーモジュールによっ
ては、サービスプロセッサを「システムコントローラ」と呼ぶ場合があります。

シャーシ管理モジュール 
Sun Blade モジュラーシステム (シャーシ) には、「シャーシ管理モジュール」
(CMM) と呼ばれる Sun Blade モジュラーシステム専用のサービスプロセッサがあり
ます。CMM ILOM は、CMM にプリインストールされている ILOM ファームウェア
の修正バージョンです。

Sun Blade T6340 サーバーモジュールを設置する前に、CMM ILOM を含む Sun 
Blade モジュラーシステムの設置および構成を完了しておく必要があります。詳細
は、使用している Sun Blade モジュラーシステムの設置マニュアルを参照してくださ
い。

CMM およびサーバーモジュール SP 上の ILOM
ILOM でシステムを管理するには、CMM を使用する方法、またはサーバーモジュー
ル SP を直接使用する方法の 2 つがあります。

■ シャーシ管理モジュールの使用 － システム全体にわたるコンポーネントを設定お
よび管理し、個別のブレードサーバー SP も管理します。

■ サービスプロセッサの直接使用 － サーバーモジュール SP から個々のサーバーモ
ジュールの動作を管理します。この方法は、特定のサービスプロセッサの障害追
跡、または特定のサーバーモジュールへのアクセス制御を行うときに役立つ場合
があります。

ILOM との通信の確立

ILOM との通信は、シリアル管理ポートへのコンソール接続を介して、または CMM 
のネットワーク管理ポートへの Ethernet 接続を介して確立することができます。
ILOM に対して確立する接続の種類に応じて、実行できるタスクの種類が決まりま
す。たとえば、遠隔からアクセスして ILOM のすべてのシステム管理機能を使用す
るには、Ethernet 接続と、サーバーモジュール SP および CMM への IP の割り当て
の両方が必要です。ILOM の構成および使用については、『Sun Integrated Lights 
Out Manager 2.0 ユーザーズガイド』(820-2698) および『Sun Integrated Lights Out 
Manager 2.0 補足マニュアル Sun Blade T6340 サーバーモジュール』(820-6862) を参
照してください。
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シャーシ管理モジュールへのシリアルコンソールの接続

シリアルコンソールをシャーシ管理モジュール (CMM) に接続することができます。
手順については、Sun Blade モジュラーシステム (シャーシ) の設置マニュアルを参照
してください。

サーバーモジュールへのシリアルコンソールの接続

Sun Blade T6340 サーバーモジュールと直接通信するには、シリアルコンソールと、
サーバーモジュールのフロントパネルにあるユニバーサルコネクタポート (UCP) を
ドングルケーブルで接続します。詳細は、19 ページの「ドングルケーブルを使用し
てサーバーモジュール SP に接続する方法」を参照してください。

注意 – ドングルケーブルは設定、テスト、または保守のために使用するもので、使
用していないときには取り外す必要があります。ドングルケーブルは、電磁適合性 
(EMC) の遵守に関して評価されていないため、通常のシステム動作時には使用でき
ません。

サーバーモジュールとともにオプションのドングルケーブルを注文するか、モジュ
ラーシステムシャーシに付属のドングルケーブルを使用できます。表 1-4 に、UCP-3 
または UCP-4 ドングルケーブルを使用してサーバーモジュールにシリアル接続を行
うために使用するポートを示します。図 1-2 に、ドングルケーブルで実行可能な接続
を示します。

▼ ドングルケーブルを接続する

可能なかぎり、UCP-3 (3 コネクタ) ドングルケーブルを使用するようにしてくださ
い。

● コネクタをサーバーモジュールの UCP にまっすぐ差し込みます (図 1-2)。

表 1-4 ドングルケーブルのシリアルコネクタ

ドングルケーブル シリアルコネクタ 

UCP-3 RJ-45。

UCP-4 DB-9。オプションの DB-9/RJ-45 シリアルアダプタとともに使用できま
す。

注 - UCP-4 ドングルケーブルの RJ-45 コネクタは、Sun Blade T6340 サー
バーモジュールではサポートされていません。
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図 1-2 ドングルケーブルのコネクタ

HD-15、メス

USB 2.0
(2 つのコネクタ )

USB 2.0

RJ-45 (このコネクタは使用しない )

DE-9 シリアル、

HD-15、メス

(2 つのコネクタ )

オス (TTYA)

RJ-45 シリアル

4 コネクタのドングルケーブル (UCP-4)

3 コネクタのドングルケーブル (UCP-3)
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第 2 章

設置および構成

この章の説明に従って、サーバーモジュールをシャーシに設置します。

サーバーモジュールの取り扱い
電子機器は、静電気によって損傷する可能性があります。サーバーモジュールを設置
するときは、アースされた静電気防止用リストストラップ、フットストラップ、また
は同等の安全器具を使用して、静電気による損傷 (ESD) を防いでください。

注意 – 電子コンポーネントが静電気によって損傷すると、システムが永久に使用で
きなくなるか、Sun の保守技術者による修復が必要になることがあります。電子コン
ポーネントを静電気による損傷から保護するには、静電気防止用マット、静電気防止
袋、使い捨て静電気防止用マットなどの静電気防止面にコンポーネントを置いてくだ
さい。システムコンポーネントを取り扱うときは、シャーシの金属面に接続された静
電防止用アースストラップを着用してください。
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サーバーモジュールのシャーシへの設置

▼ サーバーモジュールを挿入する

1. MAC アドレスおよびシリアル番号を確認します。

この情報は、出荷用コンテナに付属している Customer Information Sheet に記載
されています。シリアル番号は、サーバーモジュールの前面にも記載されていま
す。

2. モジュラーシステムシャーシの電源が入っていることを確認します。

32 ページの「サーバーモジュールに手動で電源を入れる」、および Sun Blade モ
ジュラーシステムに付属のマニュアルを参照してください。

3. シャーシで使用するスロットの位置を確認します。

4. 必要に応じて、使用するスロットからフィラーパネルを取り外します。

5. (省略可能) 端末サーバーと、ドングルケーブルの仮想コンソールコネクタをシリ
アルケーブルで接続します。

ドングルケーブルを使用してサーバーモジュールに直接接続する予定である場合
は、サーバーモジュールを挿入する前にドングルケーブルに端末サーバーを接続
して、ILOM ファームウェアの起動メッセージを確認できるようにする必要があ
ります。詳細は、5 ページの「ILOM を使用したサーバーモジュールの管理」お
よび 12 ページの「サーバーモジュールの接続および構成」の節を参照してくださ
い。

a. サーバーモジュールにドングルケーブルを取り付けます。

7 ページの「サーバーモジュールへのシリアルコンソールの接続」を参照して
ください。

b. 端末サーバーと、ドングルケーブルの仮想コンソールコネクタをシリアルケー
ブルで接続します。

6. ラッチ金具が右側になるように、サーバーモジュールを垂直に配置します。

図 2-1 のボックス 1 に、サーバーモジュールのシャーシへの挿入方法を示しま
す。
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図 2-1 サーバーモジュールのシャーシへの挿入

7. サーバーモジュールをスロットに入れ、シャーシの正面から 1.5 cm (1/2 インチ) 手
前の位置まで押し込みます。

図 2-1 のボックス 2 を参照してください。

8. ラッチ金具を押し、カチッと音を立ててかみ合うまで押し下げます。

サーバーモジュールとモジュラーシステムの面がそろい、取り外しレバーがロッ
クされます。図 2-1 のボックス 3 および 4 を参照してください。

サーバーモジュールをシャーシに挿入するとすぐに、サーバーモジュールがスタンバ
イモードになり、ILOM サービスプロセッサが初期化されます。
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サーバーモジュールの接続および構成
サーバーモジュールの設置を続行する前に、SP に接続できることを確認する必要が
あります。図 2-2 に、サーバーモジュールの SP および ILOM ソフトウェアへの接続
を示します。

図 2-2 CMM およびサーバーモジュールの接続オプション

図の説明

1 サーバー (ローカルまたは遠隔) 6 CMM の RJ-45 シリアルコネクタに接続されているコン

ピュータ

2 RJ-45 Ethernet (遠隔 KVM 対応) に接続されているコ

ンピュータ

7 ドングルケーブルの RJ-45 シリアルコネクタに接続されて

いるコンピュータ

3 シャーシ管理モジュール (CMM) 上の RJ-45 Ethernet 
コネクタ (NET MGMT 0) に接続されている Ethernet 
ケーブル

8 キーボード、ビデオモニター、マウス (ローカル KVM)

4 2 つのコネクタ付き CMM 9 1 つの RJ-45 シリアルコネクタ、2 つの USB 2 コネクタ、

および 1 つの HD15 ピンコネクタ (VGA) 付きドングル

ケーブル

5 CMM のシリアルポート (SER MGT) に接続されてい

る RJ-45 ケーブル

10  サービスプロセッサ (SP) を装備した Sun Blade T6340 
サーバーモジュール
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サーバーモジュールへの接続

この節では、次に示す方法のいずれかを使用してサーバーモジュール SP に接続する
方法について説明します。これらの方法については、対応する節で説明します。

■ Ethernet ポート NET MGT 0 を使用して CMM SP に接続します。CMM サービス
プロセッサプロキシとコマンド行インタフェースを使用して、Sun Blade T6340 
サーバーモジュールの SP ILOM ファームウェアにナビゲートします。CMM SP 
Web インタフェースを使用して、サーバーモジュールを制御することもできます 
(図 2-2 の項目 1 ～ 3)。13 ページの「シャーシの CMM Ethernet ポートを介して
接続する方法」を参照してください。

■ CMM シリアルコネクタ (SER MGT) に接続します。CMM SP プロキシを使用し
て、サーバーモジュールの SP ILOM ファームウェアにナビゲートします。この方
法は、CLI アクセスのみをサポートしています (図 2-2 の項目 6)。16 ページの
「シャーシ CMM のシリアルコネクタを介してサーバーモジュール SP に接続する
方法」を参照してください。

■ ドングルケーブルを使用して、RJ45 シリアル接続でサーバーモジュール SP に直
接接続します。この方法は、CLI アクセスのみをサポートしています (図 2-2 の項
目 7 および 9)。ドングルケーブルは設定、テスト、または保守のために使用する
もので、使用していないときには取り外す必要があります。19 ページの「ドング
ルケーブルを使用してサーバーモジュール SP に接続する方法」を参照してくださ
い。

■ ドングルケーブルを使用して、ローカルキーボード、ビデオ、およびマウス (ロー
カル KVM) でサーバーモジュールホストに直接接続します (項目 8 および 9)。29 
ページの「ローカルグラフィックスモニターまたはローカル KVMS でのサーバー
モジュールへの接続」を参照してください。

■ Ethernet (DHCP または静的) を使用して、サーバーモジュール SP に接続しま
す。この方法は CLI または Web インタフェースをサポートします。Web インタ
フェースでは、遠隔キーボード、ビデオ、およびマウス (リモート KVM) を使用し
て、サーバーモジュールホストを制御することもできます (図 2-2 の項目 1 ～ 3)。

シャーシの CMM Ethernet ポートを介して接続す
る方法

モジュラーシステムシャーシの Ethernet ポートは、CMM およびサーバーモジュー
ル SP に対するもっとも安定した接続手段となります。この接続方法では、CLI と 
Web インタフェースの両方をサポートしています。

CMM には、RJ-45 NET MGT 0 Ethernet ポートを介して接続できます。

Ethernet 接続を使用するには、あらかじめ接続先の CMM およびサーバーモジュー
ル SP の IP アドレスがわかっている必要があります。Sun Blade T6340 サーバーモ
ジュールで IP アドレスを設定する方法については、20 ページの「サーバーモジュー
ル SP の IP アドレスの設定および表示」を参照してください。
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▼ CLI を使用して SP に対してログインまたはログアウトを実行する

ILOM は、Ethernet を介した CLI への SSH アクセスをサポートしています。

1. SSH クライアントを起動します。

2. 目的の IP にログインします。

3. プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

注 – デフォルトのユーザー名は root で、デフォルトのパスワードは changeme で
す。デフォルトのパスワードの変更方法については、31 ページの「ILOM パスワー
ドの変更」を参照してください。

次に例を示します。

4. exit と入力してログアウトします。

▼ Web インタフェースを使用して SP に対してログインまたはログ
アウトを実行する

1. Web インタフェースにログインするには、Web ブラウザで目的の SP の IP アドレ
スを入力します。

ログイン画面が表示されます。

$ ssh root@ipaddress 

$ ssh root@192.168.25.25
root@192.168.25.25's password:
Sun Integrated Lights Out Manager
Version 1.0
Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Warning: password is set to factory default.
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図 2-3 Web インタフェースのログイン画面

2. ユーザー名およびパスワードを入力します。

Web インタフェースへのアクセスをはじめて試みた場合、デフォルトのユーザー名
とパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。デフォルトのユーザー名お
よびパスワードは次のとおりです。

■ デフォルトのユーザー名: root

■ デフォルトのパスワード: changeme

デフォルトのユーザー名とパスワードは、小文字です。デフォルトのパスワードの変
更方法については、31 ページの「ILOM パスワードの変更」を参照してください。

3. 「Log In」をクリックします。

Web インタフェースが表示されます。

4. Web インタフェースからログアウトするには、画面右上の「Log Out」ボタンをク
リックします。

ログアウト画面が表示されます。
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図 2-4 Web インタフェースのログアウト確認画面

シャーシ CMM のシリアルコネクタを介してサーバーモ
ジュール SP に接続する方法

端末または端末エミュレータをシャーシの RJ-45 シリアルポートに接続することによ
り、CMM ILOM にアクセスできます。サーバーモジュールをモジュラーシステムの
シャーシに設置すると、CMM ILOM ソフトウェアで CLI を使用して、サーバーモ
ジュール SP に接続することができます。

▼ シャーシのシリアルコネクタを介して接続する

1. 使用する端末、ノートパソコン、または端末サーバーが動作していることを確認
します。

2. 『Sun Integrated Lights Out Manager ユーザーズガイド』で説明する設定を使用
して、端末デバイスまたは端末エミュレーションソフトウェアを構成します。

■ 8N1: 8 データビット、パリティーなし、1 ストップビット

■ 9600 ボー (デフォルト値、57600 までの任意の標準速度を設定可能)

■ ハードウェアフロー制御 (CTS/RTS) の無効化

3. シャーシのシリアルポート (SER MGT) と端末デバイスを、シリアルケーブルで
接続します。

 シリアルポートの場所については、モジュラーシステムのシャーシに関するド
キュメントを参照してください。
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注 – シリアルポートには、表 2-1 で説明するピン配列が必要です。これらの配列
は、Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) または Remote System Control 
(RSC) 用のシリアルケーブルコネクタと同じです。

4. 端末デバイスで Enter を押します。

端末デバイスと CMM の間の接続が確立されます。

注 – シリアルポートへの端末またはエミュレータの接続を、端末またはエミュレー
タの電源投入完了前、または電源投入シーケンス中に行なった場合は、起動メッセー
ジが表示されます。

システムの起動が完了すると、CMM ILOM ソフトウェアはログインプロンプト
を表示します。

プロンプトの 初の文字列は、デフォルトのホスト名です。このホスト名は、接
頭辞 SUNCMM と CMM ILOM の MAC アドレスで構成されます。各サービスプ
ロセッサの MAC アドレスは一意です。

5. CMM ILOM ソフトウェアにログインします。

a. デフォルトユーザー名の root を入力します。

b. デフォルトパスワードの changeme を入力します。

正常にログインすると、CMM ILOM に次に示すデフォルトのコマンドプロンプ
トが表示されます。

表 2-1 シリアル管理ポートのピン配列

ピン  信号の説明

1 Request To Send (RTS)

2 Data Terminal Ready (DTR)

3 Transmit Data (TXD)

4 Ground

5 Ground

6 Receive Data (RXD)

7 Data Carrier Detect (DCD)

8 Clear To Send (CTS)

SUNCMMnnnnnnnnnn login:
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これで、CMM ILOM ソフトウェアの CLI に接続されました。

6. 次のコマンドを入力して、サーバーモジュール ILOM にナビゲートします。

n は、サーバーモジュールが設置されているシャーシスロットを表す整数 (0 ～ 
11) であり、対象のサーバーモジュールを指定します。

7. start コマンドを入力します。

プロンプトが表示されます。

8. y を入力して続行するか、n を入力して取り消します。

y を入力すると、サーバーモジュール SP で動作している ILOM ソフトウェア
は、そのサーバーモジュール SP に固有のパスワードの入力を求めるプロンプト
を表示します。

注 – CMM ILOM は、/CH/BLn/SP/cli (n はサーバーモジュールが設置されている
スロット) の下の user ターゲット内のユーザー名を使用してサーバーモジュール 
ILOM にログオンします。

9. プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

デフォルトのパスワードは changeme です。

サーバーモジュールの ILOM プロンプトが表示されます。

デフォルトのパスワードの変更方法については、31 ページの「ILOM パスワード
の変更」を参照してください。

10. 完了したら、exit を入力します。

サーバーモジュール ILOM が終了し、CMM CLI プロンプトが表示されます。

次に、ログイン画面の例を示します。

->

-> cd /CH/BLn/SP/cli 
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ドングルケーブルを使用してサーバーモジュール SP に接続
する方法

ドングルケーブルを使用すると、端末とサーバーモジュールを直接接続できます。

注意 – ドングルケーブルは設定、テスト、または保守のために使用するもので、使
用していないときには取り外す必要があります。ドングルケーブルは、電磁適合性 
(EMC) の遵守に関して評価されていないため、通常のシステム動作時には使用でき
ません。

▼ ドングルケーブルを使用してサーバーモジュール SP に接続する

1. サーバーモジュールの正面にある UCP ポートにドングルケーブルを接続しま
す。

UCP ドングルケーブルの接続方法については、7 ページの「サーバーモジュール
へのシリアルコンソールの接続」を参照してください。

2. 端末または端末エミュレータを、ドングルケーブルのシリアルコネクタに接続し
ます。

ILOM ログインプロンプトが表示されます。

 -> cd /CH/BL8/SP/cli
/CH/BL8/SP/cli

-> start
Are you sure you want to start /CH/BL8/SP/cli (y/n)? y
start: Connecting to /CH/BL8/SP/cli using Single Sign On
Waiting for deamons to initialize...
Daemons ready
Password: changeme
Sun(TM) Integrated Lights Out Manager
Version 2.0.4.0
Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
Warning: password is set to factory default.

-> exit exit コマンドを入力してサーバーモジュール SP を終了し 
CMM に戻る。
start: The session with /CH/BL8/SP/cli has ended
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3. プロンプトが表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力します。

デフォルトのユーザーは root で、デフォルトのパスワードは changeme です。

サーバーモジュールの ILOM プロンプトが表示されます。

デフォルトのパスワードの変更方法については、31 ページの「ILOM パスワード
の変更」を参照してください。

4. 完了したら、次のように入力して ILOM ソフトウェアを終了します。

▼ ストレージデバイスをドングルケーブルに接続す
る

ストレージデバイスをドングルケーブルの USB コネクタに直接接続します。

サーバーモジュール SP の IP アドレス
の設定および表示
サーバーモジュール SP のネットワーク IP アドレスは、次の 2 つの方法で設定およ
び表示できます。

■ Sun Blade モジュラーシステムシャーシ内の CMM に接続します。

20 ページの「CMM を介したサーバーモジュール SP の IP アドレスの設定および
表示」を参照してください。

■ UCP を介してサーバーモジュール SP に直接接続します。

25 ページの「UCP を介したサーバーモジュール SP の IP アドレスの設定および表
示」を参照してください。

CMM を介したサーバーモジュール SP の IP アドレスの設定
および表示 

シリアルポートまたは Ethernet ポートを介して、モジュラーシステムシャーシの 
CMM に接続することができます。

■ CMM シリアルポート － 端末デバイスを接続できます。16 ページの「シャーシ 
CMM のシリアルコネクタを介してサーバーモジュール SP に接続する方法」を参
照してください。

-> exit 
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■ CMM Ethernet ポート － 管理ネットワークに接続できます。13 ページの「シャー
シの CMM Ethernet ポートを介して接続する方法」を参照してください。

これらのポートのいずれかを使用して CMM に接続したあとは、その IP アドレスが 
DHCP によって割り当てられる場合でも、静的 IP アドレスの場合でも、CMM 
ILOM ソフトウェアにログインしてサーバーモジュールの IP アドレスを設定および
表示することができます。

▼ DHCP から割り当てるサーバーモジュール SP の IP アドレ
スを表示または設定する － CMM を介する方法

1. 使用している DHCP サーバーが、新しいメディアアクセス制御 (MAC) アドレス
を受け入れるように構成されていることを確認します。

2. CMM のシリアルまたは Ethernet ポートを使用して CMM に接続します。

3. DHCP がサーバーモジュール SP に割り当てた IP アドレスを確認します。

DHCP サーバーによって、有効な IP アドレスがサーバーモジュール SP にすでに
割り当てられている場合があります。割り当てられた IP アドレスを表示するに
は、次のように入力します。

n は、対象のサーバーモジュールが設置されているスロットを表す整数です。
CMM ILOM ソフトウェアは、サーバーモジュール SP に現在割り当てられている 
IP アドレスを表示します。

割り当てられている IP アドレスが有効でない場合は、そのサーバーモジュール 
SP の MAC アドレスを DHCP システム管理者に提供するようにしてください。
その場合は、手順 4 に進みます。

4. サーバーモジュール SP の MAC アドレスを確認します。

■ MAC アドレスは、xx:xx:xx:xx:xx:xx という書式の、12 桁の 16 進数の文字列で
す。x は 16 進表記の 1 文字 (0 ～ 9、A ～ F、a ～ f) を表します。

MAC アドレスは、サーバーモジュールに付属する Customer Information という
ドキュメントに記載されています。また、次の手順を実行することでも確認でき
ます。

a. CMM ILOM ソフトウェアにログインし、次のコマンドを入力します。

n は、対象のサーバーモジュールが設置されているスロットを表す整数です。
CMM ILOM ソフトウェアは、現在の MAC アドレスを表示します。

-> show /CH/BLn/SP/network ipaddress 

-> show /CH/BLn/SP/network macaddress 
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b. MAC アドレスを書き留め、DHCP サーバーの構成に使用します。

5. DHCP がサーバーモジュール SP に割り当てた IP アドレスを表示します。

有効な IP アドレスがサーバーモジュールに割り当てられたら、手順 3 の説明に
従って、その IP アドレスを表示します。

▼ 静的 IP アドレスを使用するサーバーモジュール SP の IP ア
ドレスを表示または設定する － CMM を介する方法 

1. CMM のシリアルまたは Ethernet ポートを使用して CMM に接続します。

2. (省略可能) IP アドレスを表示します。

■ IP アドレスに関連する情報をすべて表示するには、次のように入力します。

■ IP アドレスのみを表示するには、次のように入力します。

3. 次のコマンドを入力して、/CH/BLn/SP/network にナビゲートします。

4. 次のコマンドのいずれかを入力します。

■ 静的な Ethernet 構成を設定するには、次のコマンドを実行します。

xxx.xxx.xx.xx、yyy.yyy.yyy.y、および zzz.zzz.zz.zzz は、使用している ILOM と
ネットワーク構成の IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイです。
これらのアドレスを確認するには、システム管理者に問い合わせてください。

■ 動的な Ethernet 構成に戻すには、次のコマンドを実行します。

-> show /CH/BLn/SP/network 

-> show /CH/BLn/SP/network ipaddress 

-> cd /CH/BLn/SP/network 

-> set pendingipdiscovery=static 
-> set pendingipaddress=xxx.xxx.xx.xx 
-> set pendingipnetmask=yyy.yyy.yyy.y 
-> set pendingipgateway=zzz.zzz.zz.zzz 
-> set commitpending=true 
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次の画面例に、ユーザーが静的設定を表示し、設定を変更して動的にし、新しい
設定を表示する標準的なセッションを示します。

-> set pendingipdiscovery=dhcp 
-> set commitpending=true 
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-> cd /CH/BL2/SP/network 

-> show

/CH/BL2/SP/network 
   Targets:

   Properties:
       commitpending = (Cannot show property)
       ipaddress = 10.6.42.42
       ipdiscovery = static
       ipgateway = 10.6.42.1
       ipnetmask = 255.255.255.0
       macaddress = 00:14:4F:3A:26:74
       pendingipaddress = 10.6.42.42
       pendingipdiscovery = static
       pendingipgateway = 10.6.42.1
       pendingipnetmask = 255.255.255.0

   Commands:
       cd
       set
       show

-> set pendingipdiscovery=dhcp
Set 'pendingipdiscovery' to 'dhcp'

-> set commitpending=true
Set 'commitpending' to 'true'

-> show

/CH/BL2/SP/network
   Targets:

   Properties:
       commitpending = (Cannot show property)
       ipaddress = 10.6.42.191
       ipdiscovery = dhcp
       ipgateway = 10.6.42.1
       ipnetmask = 255.255.255.0
       macaddress = 00:14:4F:3A:26:74
       pendingipaddress = 10.6.42.191
       pendingipdiscovery = dhcp
       pendingipgateway = 10.6.42.1
       pendingipnetmask = 255.255.255.0

   Commands:
       cd
       set
       show
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UCP を介したサーバーモジュール SP の IP アド
レスの設定および表示

サーバーモジュール SP には、次に示す方法のいずれかを使用して接続できます。

■ ドングルケーブルを使用してフロントパネルのユニバーサルコネクタポート 
(UCP) を使用する方法。

■ SP Ethernet ポートを使用する方法。この方法を使用するには IP アドレスをすで
に知っている必要があるため、構成には役立ちません。

▼ DHCP から割り当てるサーバーモジュール SP の IP アドレ
スを表示または設定する － UCP を介する方法

1. 使用している DHCP サーバーが、新しいメディアアクセス制御 (MAC) アドレス
を受け入れるように構成されていることを確認します。

2. ドングルケーブルを使用して、フロントパネルの UCP を介してサーバーモ
ジュール SP に接続します。

19 ページの「ドングルケーブルを使用してサーバーモジュール SP に接続する方
法」を参照してください。

3. DHCP がサーバーモジュール SP に割り当てた IP アドレスを確認します。

DHCP サーバーによって、有効な IP アドレスがサーバーモジュール SP にすでに
割り当てられている場合があります。割り当てられた IP アドレスを表示するに
は、次のように入力します。

ILOM ソフトウェアは、サーバーモジュール SP に現在割り当てられている IP ア
ドレスを表示します。

割り当てられている IP アドレスが有効でない場合は、そのサーバーモジュール 
SP の MAC アドレスを DHCP システム管理者に提供するようにしてください。
その場合は、手順 4 に進みます。

4. サーバーモジュール SP の MAC アドレスを確認します。

■ MAC アドレスは、xx:xx:xx:xx:xx:xx という書式の、12 桁の 16 進数の文字列で
す。x は 16 進表記の 1 文字 (0 ～ 9、A ～ F、a ～ f) を表します。

MAC アドレスは、サーバーモジュールに付属する Customer Information という
ドキュメントに記載されています。また、次の手順を実行することでも確認でき
ます。

a. 次のコマンドを入力します。

-> show /SP/network ipaddress 
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ILOM ソフトウェアは、現在の MAC アドレスを表示します。

b. MAC アドレスを書き留め、DHCP サーバーの構成に使用します。

5. DHCP がサーバーモジュール SP に割り当てた IP アドレスを表示します。

有効な IP アドレスがサーバーモジュールに割り当てられたら、その IP アドレス
を表示します。手順 3 を参照してください。

▼ 静的 IP アドレスを使用するサーバーモジュール SP の IP ア
ドレスを表示または設定する － UCP とドングルケーブルを
介する方法

1. ドングルケーブルのシリアルコネクタを使用して、フロントパネルの UCP を介
してサーバーモジュール SP に接続します。

19 ページの「ドングルケーブルを使用してサーバーモジュール SP に接続する方
法」を参照してください。

2. (省略可能) IP アドレスを表示します。

■ IP アドレスに関連する情報をすべて表示するには、次のように入力します。
.

■ IP アドレスのみを表示するには、次のように入力します。

3. 22 ページの「静的 IP アドレスを使用するサーバーモジュール SP の IP アドレス
を表示または設定する － CMM を介する方法」の手順 3 以降を実行します。

-> show /SP/network macaddress 

-> show /SP/network 

-> show /SP/network ipaddress 
26 Sun Blade T6340 サーバーモジュール設置および管理マニュアル • 2008 年 12 月



リモートコンソールまたは遠隔 KVMS 
の接続
これらの手順は『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 補足マニュアル Sun Blade 
T6340 サーバーモジュール』(820-6862)、および『Sun Integrated Lights Out 
Manager 2.0 ユーザーズガイド』(820-2698) の第 12 章で説明されています。

注 – 先に『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 補足マニュアル Sun Blade T6340 
サーバーモジュール』(820-6862) を読んでください。このマニュアルでは、Sun 
Blade T6340 サーバーモジュールに固有の遠隔接続の手順について説明しています。

ILOM プロンプトとシステムコンソール
の切り替え
サービスプロセッサには、シリアルおよびネットワーク (Ethernet) の 2 つの管理ポー
トがあります。システムコンソールがシリアル管理ポートおよびネットワーク管理
ポートを使用するように構成されている (デフォルトの構成である) 場合、これらの
ポートを使用することによって、システムコンソールと ILOM コマンド行インタ
フェース (ILOM サービスプロセッサのプロンプト) の両方に別々のチャネルでアク
セスできます (図 2-5)。
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図 2-5 システムコンソールとサービスプロセッサの個別のチャネル

ILOM サービスプロセッサのプロンプトとシステムコンソールはいつでも切り替える
ことができます。ただし、単一の端末ウィンドウまたはシェルツールから同時に両方
にアクセスすることはできません。

端末またはシェルツールに表示されるプロンプトは、アクセスしているチャネルを示
しています。

■ # または % プロンプトが表示される場合は、システムコンソールにアクセスして
おり、Solaris OS が動作していることを示します。

■ ok プロンプトが表示される場合は、システムコンソールにアクセスしており、
サーバーは OpenBoot ファームウェアの制御下で動作していることを示します。

■ -> プロンプトが表示される場合は、サービスプロセッサにアクセスしていること
を示します。

注 – テキストまたはプロンプトが表示されない場合は、システムでコンソールメッ
セージがしばらく生成されていないためである可能性があります。端末の Enter また
は Return キーを押すとプロンプトが表示されます。

▼ ILOM プロンプトとシステムコンソールを切り替
える

1. ILOM サービスプロセッサセッションを確立します。
28 Sun Blade T6340 サーバーモジュール設置および管理マニュアル • 2008 年 12 月



2. システムコンソールに接続するには、ILOM のコマンドプロンプトで、次のよう
に入力します。

start /SP/console コマンドによって、システムコンソールに切り替わりま
す。

3. -> プロンプトに戻すには、#. (ハッシュ記号とピリオド) エスケープシーケンス
を入力します。

ローカルグラフィックスモニターまたは
ローカル KVMS でのサーバーモジュー
ルへの接続
システムの初期インストール後は、ローカルグラフィックスモニターを取り付けて、
システムコンソールにアクセスするように設定できます。ローカルグラフィックスモ
ニターは、システムの初期インストールの実行、または電源投入時自己診断 (Power-
On Self-Test、POST) メッセージの表示には使用できません。

ローカルグラフィックスモニターを取り付けるには、次のものが必要です。

■ フレームバッファーをサポートするための適切な解像度のモニター

■ サポートされている USB キーボード

■ サポートされている USB マウス

サポートされている画面解像度の種類のリストを表示するには、次のコマンドを入力
します。

グラフィックスのサポートの詳細は、『Sun Blade T6340 Server Module Service 
Manual』(820-3902) の付録 B を参照してください。

-> start /SP/console

ok #.

host% fbconfig -res \?
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▼ ローカルグラフィックスモニターを使用してシス
テムコンソールにアクセスする

1. モニターのビデオケーブルをケーブルドングルの HD-15 ビデオコネクタに接続し
ます。

つまみねじを固く締めて、接続を固定してください。

2. モニターの電源コードを AC 電源に接続します。

3. USB キーボードケーブルをケーブルドングルの一方の USB コネクタに接続しま
す。

4. USB マウスを他方の USB コネクタに接続します。

5. ok プロンプトにアクセスします。

詳細は、64 ページの「ok プロンプトを表示する」を参照してください。

6. OpenBoot 構成変数を設定します。

既存のシステムコンソールから、次のように入力します。

7. 次のように入力して、変更を有効にします。

パラメータの変更がシステムに保存されます。OpenBoot 構成変数 auto-boot? 
がデフォルト値の true に設定されている場合、システムは自動的に起動しま
す。

注 – パラメータの変更を有効にするには、フロントパネルの電源ボタンを使用し
て、システムの電源を再投入することもできます。

ローカルグラフィックスモニターを使用すると、システムコマンドを実行してシステ
ムメッセージを表示できます。必要に応じて、ほかのインストール手順または診断手
順に進んでください。

グラフィックス構成の詳細は、『Sun Blade T6340 Server Module Service Manual』
(820-3902) の付録 B を参照してください。

ok setenv input-device keyboard
ok setenv output-device screen

ok reset-all
30 Sun Blade T6340 サーバーモジュール設置および管理マニュアル • 2008 年 12 月



ILOM パスワードの変更
1. サーバーモジュール SP の 初のログインプロンプトで、管理者のデフォルトの

ユーザー名およびパスワードを使用してログインします。

2. ILOM パスワードコマンドを使用して、パスワードを変更します。

root のパスワードを設定すると、それ以降の再起動時に、ILOM CLI ログインプ
ロンプトが表示されるようになります。

ホストの電源投入
サービスプロセッサのはじめての起動時には、サービスプロセッサの起動後に、
ILOM CLI プロンプト (->) が表示されます。

1. start /SYS コマンドを入力します。

システムコンソールに ILOM -> プロンプトが表示されます。これは、システム
がリセットされたことを示しています。start /SYS コマンドを実行します。

2. start /SP/console コマンドを入力します。

hostname login: root
Password: changeme 

-> set /SP/users/root password 
Enter new password: ******* 
Enter new password again: ******* 
-> 

-> start /SYS 
Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y
Starting /SYS
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POST 診断の実行と起動には、6 ～ 15 分かかる場合があります。start コマンド
を入力すると、CPU およびメモリーコントローラが初期化され、その結果 
OpenBoot™ PROM (OBP) ファームウェアが初期化されます。Solaris OS がイン
ストールされた起動デバイスがローカルからアクセス可能である場合は、そのデ
バイスが起動されます。ローカルからアクセスできない場合、システムは boot 
net コマンドを使用してネットワーク上の起動デバイスをシークします。

▼ サーバーモジュールに手動で電源を入れる

● 先のとがった物または針を使用して、サーバーのフロントパネルにある埋め込み
式の電源ボタンを押して離すこともできます。

サーバー全体に主電源が供給されている場合、電源ボタンの上にある電源/OK LED 
が点灯し、そのまま点灯し続けます。

▼ 主電源モードを停止する 

主電源モードからサーバーの電源を切るには、次の 2 つの方法のいずれかを使用しま

す。

■ 正常な停止。先のとがった物または針を使用して、フロントパネルの電源ボタン
を押して離します。この操作により、Advanced Configuration and Power 
Interface (ACPI) 対応のオペレーティングシステムは、オペレーティングシステム
の正常な停止を実行します。ACPI 対応のオペレーティングシステムが動作してい
ないサーバーは、すぐに停止してスタンバイ電源モードになります。

■ 緊急停止。電源ボタンを 4 秒間押し続けて、主電源を強制的に切りスタンバイ電
源モードに切り替えます。

主電源が切断されると、フロントパネルの電源/OK LED は点滅し始めて、サーバー
がスタンバイ電源モードに切り替わっていることを示します。

注 – サーバーの電源を完全に切るには、シャーシからそのサーバーモジュールを取
り外すか、シャーシの背面パネルから AC 電源コードを外す必要があります。

-> start /SP/console 
Are you sure you want to start /SP/console (y/n)? y
Serial console started.  To stop, type #.

0:0:0>Scrub Memory....Done 
0:0:0>SPU CWQ Tests...Done
0:0:0>MAU Tests...Done
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ハードドライブへの Solaris オペレー
ティングシステムのインストール
基本構成の Sun Blade T6340 サーバーモジュールは、ハードドライブ付きで出荷され
るか、またはハードドライブなしで出荷されます。オプションでソフトウェアがプリ
インストールされたハードドライブを注文した場合は、5 ページの「プリインストー
ルされるソフトウェア」を参照してください。

オプションでソフトウェアがプリインストールされていないハードドライブを注文
し、そのハードドライブをスロット 0 に設置して Solaris OS をインストールする場
合は、ネットワークからオペレーティングシステムをインストールする必要がありま
す。

ネットワークからオペレーティングシステムをインストールする手順については、
『Solaris インストールガイド (ネットワークインストール)』を参照してください。
このマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://docs.sun.com/

JumpStart サーバーのインストール

JumpStart™ サーバーを使用して OS をインストールすることができます。
JumpStart サーバーは、次の複数のコンポーネントで構成されます。

■ インストールクライアント － インストールまたはアップグレードの対象になるシ
ステム。

■ ブートサーバー － インストールクライアントにフェイルセーフオペレーティング
システムを提供するネットワーク。

起動イメージはアーキテクチャーに依存せず、オペレーティングシステムのその
リリースがサポートするすべてのハードウェアに、基本的なオペレーティングシ
ステムサービスを提供します。起動サーバーは、RARP、TFTP、および 
bootparam サービスを提供します。

■ 構成サーバー － クライアントシステムが固有のプロファイル情報を確認できるよ
うに支援するシステム。

構成サーバーが提供するプロファイルには、パーティションのサイズ、インス
トールするソフトウェアコンポーネントのリスト、開始および終了スクリプトが
指定されています。

■ インストールサーバー － クライアントにインストールされるソフトウェアパッ
ケージのソース。
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注 – 起動サーバー、構成サーバー、およびインストールサーバーは 1 台のサーバー
にすることができます。

JumpStart サーバーの構成

このドキュメントでは、JumpStart サーバーを構成する具体的な手順は説明しませ
ん。ただし、JumpStart サーバーの構成には次の作業が含まれます。

1. Solaris OS の読み込み。

2. 構成サーバーの作成。

3. 構成ファイルの作成。

4. 構成ファイルの構文の確認。

5. インストールディレクトリの共有。

6. NFS サーバーの起動。

7. クライアントアクセスの構成。

JumpStart サーバーの構成および使用方法は、使用するネットワーク構成によって異
なります。JumpStart サーバーの構成に関する手順および説明の詳細は、次のドキュ
メントを参照してください。

■ 『Configuring JumpStart Servers to Provision Sun x86-64 Systems』、Pierre 
Reynes 著、Network Systems Group、Sun BluePrints™ OnLine、2005 年 2 月

■ 『Building a JumpStart Infrastructure』、Alex Noordergraaf 著、Enterprise 
Engineering、Sun BluePrints OnLine、2001 年 4 月

これらのドキュメントは、次の Web サイトから入手できます。

http://www.sun.com/blueprints
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第 3 章

ディスクボリュームの管理

この章では、RAID (Redundant Array of Independent Disks) の概念と、Sun Blade 
T6340 サーバーモジュールオンボード Serial Attached SCSI (SAS) ディスクコント
ローラを使用した RAID ディスクボリュームの構成および管理方法について説明しま
す。

注 – サーバーモジュールは、RAID ホストバスアダプタ (HBA) とともに構成できま
す。HBA とディスクボリュームの管理については、HBA のドキュメントを参照して
ください。

OS パッチの要件
サーバーモジュールで RAID ディスクボリュームを構成して使用するには、適切な
パッチをインストールする必要があります。パッチの 新情報については、システム
の 新のプロダクトノートを参照してください。

パッチのインストール手順は、パッチに付属するテキスト形式の README ファイル
に記載されています。

ディスクボリューム
オンボードディスクコントローラは、ディスクボリュームを 1 つ以上の完全な物理
ディスクから構成される論理ディスクデバイスとして処理します。
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ボリュームを作成すると、そのボリュームはオペレーティングシステムで単一のディ
スクであるかのように使用および保守されます。このような論理ボリューム管理層を
提供することで、物理ディスクデバイスの制限をソフトウェアで克服できます。

オンボードディスクコントローラは、2 つのハードウェア RAID ボリュームを作成で
きます。コントローラは、2 ディスク構成の RAID 1 (統合ミラー、IM) ボリューム、
または 大 8 ディスク構成の RAID 0 (統合ストライプ、IS) ボリュームのいずれかを
サポートします。

注 – 新しいボリュームの作成時にディスクコントローラ上でボリュームの初期化が
実行されるため、ジオメトリやサイズなどのボリュームのプロパティーは不明になり
ます。ハードウェアコントローラを使用して作成した RAID ボリュームは、Solaris 
オペレーティングシステムで使用する前に、format(1M) で構成し、ラベルを付けて
ください。詳細は、47 ページの「Solaris オペレーティングシステムで使用するハー
ドウェア RAID ボリュームを構成してラベルを付ける」または format(1M) のマ
ニュアルページを参照してください。

ボリュームのマイグレーション (あるサーバーモジュールから別のサーバーモジュー
ルにすべての RAID ボリュームディスクメンバーを再配置すること) はサポートされ
ていません。この処理を実行する必要がある場合は、ご購入先にお問い合わせくださ
い。

RAID 技術
RAID 技術は、複数の物理ディスクで構成される論理ボリュームの構築を可能にし、
データの冗長性の提供またはパフォーマンスの向上、あるいはその両方を実現しま
す。オンボードディスクコントローラは、RAID 0 と RAID 1 ボリュームの両方をサ
ポートしています。

この節では、オンボードディスクコントローラがサポートする、次の RAID 構成につ
いて説明します。

■ 統合ストライプ (IS) ボリューム (RAID 0)

■ 統合ミラー (IM) ボリューム (RAID 1)

統合ストライプボリューム (RAID 0)
統合ストライプボリュームは、ボリュームを 2 つ以上の物理ディスク上で初期化し、
ボリュームに書き込まれたデータを各物理ディスクへ交互に割り当てる方式、つまり
ディスク間でのデータの「ストライプ化」によって構成されます。
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統合ストライプボリュームは、すべてのメンバーディスクの合計容量と等しい大きさ
の論理ユニット (LUN) を提供します。たとえば、72G バイトのドライブによる 3 
ディスク構成の IS ボリュームの容量は、216G バイトになります。

図 3-1 ディスクのストライプ化を示す図

注意 – IS ボリューム構成では、データの冗長性は得られません。このため、1 台の
ディスクに障害が発生するとボリューム全体が障害状態となり、すべてのデータが失
われます。IS ボリュームを手動で削除すると、ボリューム上のすべてのデータが失わ
れます。

多くの場合、IS ボリュームは IM ボリュームまたは単一のディスクよりも優れたパ
フォーマンスを提供します。特定の作業負荷、特に書き込みまたは読み書き混合の作
業負荷がかかった場合は、入出力処理がラウンドロビン方式で処理され、連続する各
ブロックが各メンバーディスクに交互に書き込まれるため、より速く入出力処理が完
了します。

統合ミラーボリューム (RAID 1)
ディスクのミラー化 (RAID 1) は、データの冗長性、つまり異なる 2 つのディスクに
格納されたすべてのデータの 2 つの完全なコピーを作成することによって、ディスク
の障害時にデータの損失を防ぐ技術です。1 つの論理ボリュームは、2 つの異なる
ディスクに複製されます。
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図 3-2 ディスクのミラー化を示す図

オペレーティングシステムがミラー化されたボリュームに書き込みを行う際は、常に
両方のディスクが更新されます。2 つのディスクは、常にまったく同じ情報を保持し
ます。オペレーティングシステムがミラー化されたボリュームから読み取りを行う際
に、OS はその時点でよりアクセスしやすいディスクから読み取りを行うため、読み
取り操作のパフォーマンスを向上できます。

注意 – オンボードディスクコントローラを使用して RAID ボリュームを作成する
と、そのメンバーディスク上のすべてのデータが破棄されます。ディスクコントロー
ラのボリューム初期化手順では、コントローラによって使用されるメタデータおよび
その他の内部情報のために各物理ディスクの一部の領域が予約されます。ボリューム
の初期化が完了したら、format(1M) ユーティリティーを使用してボリュームを構成
し、ラベルを付けることができます。その後、このボリュームを Solaris OS で使用で
きます。

ハードウェア RAID 操作
SAS コントローラは、Solaris OS raidctl ユーティリティーを使用したミラー化お
よびストライプ化をサポートしています。

raidctl ユーティリティーで作成されたハードウェア RAID ボリュームは、ボ
リューム管理ソフトウェアを使用して作成されたボリュームと動作がわずかに異なり
ます。ソフトウェアボリュームでは、仮想デバイスツリーに各デバイスのエントリが
表示され、読み取り/書き込み処理が両方の仮想デバイスに対して実行されます。
ハードウェア RAID ボリュームでは、デバイスツリーに 1 つのデバイスだけが表示
されます。メンバーディスクデバイスがオペレーティングシステムに表示されること
はなく、SAS コントローラのみがメンバーディスクデバイスにアクセスします。
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RAID でないディスクの物理ディスクスロット番
号、物理デバイス名、および論理デバイス名

ディスクのホットプラグ手順を実行するには、取り付けまたは取り外しを行うドライ
ブの物理デバイス名または論理デバイス名を知っている必要があります。システムで
ディスクエラーが発生する場合、通常は、障害が発生しそうなディスクまたは発生し
たディスクに関するメッセージをシステムコンソールで確認できます。この情報は、
/var/adm/messages ファイルにも記録されます。

これらのエラーメッセージでは、通常、障害が発生したハードディスクドライブを、
その物理デバイス名 (/devices/pci@1f,700000/scsi@2/sd@1,0 など) または論理デ
バイス名 (c1t1d0 など) で表します。また、アプリケーションによっては、ディスク
のスロット番号 (0 ～ 3) が報告される場合もあります。

表 3-1 に、内部ディスクスロット番号と、各ハードドライブの論理デバイス名および
物理デバイス名の対応関係を示します。

表 3-1 ディスクスロット番号、論理デバイス名、および物理デバイス名

ディスクスロット番号 論理デバイス名*

* 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラの数と種類によって異なる場合があります。

物理デバイス名 

スロット 0 c1t0d0 /devices/pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@0,0

スロット 1 c1t1d0 /devices/pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@1,0

スロット 2 c1t2d0 /devices/pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@2,0

スロット 3 c1t3d0 /devices/pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@3,0
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▼ ハードウェアミラー化ボリュームを作成する

1. raidctl コマンドを実行して、ハードドライブに対応する論理デバイス名および
物理デバイス名を確認します。

39 ページの「RAID でないディスクの物理ディスクスロット番号、物理デバイス
名、および論理デバイス名」を参照してください。

前述の例は、RAID ボリュームが存在しないことを示しています。次に別の例を示し
ます。

この例では、1 つのボリューム (c1t0d0) が使用可能になっています。

オンボード SAS コントローラは、2 つの RAID ボリュームを構成できます。ボ
リュームを作成する前に、メンバーディスクが使用可能で、ボリュームがすでに 2 つ
作成されていないことを確認してください。

RAID の状態は次のようになります。

■ OPTIMAL － RAID ボリュームがオンラインで完全に同期化されていることを示し
ます。

■ SYNC － IM の主および二次メンバーディスク間でデータがまだ同期化中であるこ
とを示します。

# raidctl
Controller: 1
        Disk: 0.0.0
        Disk: 0.1.0
        Disk: 0.2.0
        Disk: 0.3.0
        Disk: 0.4.0
        Disk: 0.5.0
        Disk: 0.6.0
        Disk: 0.7.0

# raidctl
Controller: 1
        Volume:c1t0d0
        Disk: 0.0.0
        Disk: 0.1.0
        Disk: 0.2.0
        Disk: 0.3.0
        Disk: 0.4.0
        Disk: 0.5.0
        Disk: 0.6.0
        Disk: 0.7.0
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■ DEGRADED － メンバーディスクに障害が発生しているか、オフラインになってい
ることを示します。

■ FAILED － ボリュームを削除して再初期化するべきであることを示します。この
障害は、IS ボリューム内のいずれかのメンバーディスクが失われるか、IM ボ
リュームの両方のディスクが失われた場合に発生することがあります。

「Disk Status」列には、各物理ディスクの状態が表示されます。メンバーディスクご
とに、オンラインで正常に機能していることを示す GOOD が表示される場合と、ディ
スクのハードウェアまたは構成に関する問題に対処する必要があることを示す 
FAILED が表示される場合があります。

たとえば、シャーシから二次ディスクが取り外された IM は、次のように表示されま
す。

ボリュームおよびディスクの状態に関する詳細は、raidctl(1M) のマニュアルペー
ジを参照してください。

注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラ
の数と種類によって異なる場合があります。

2. 次のコマンドを入力します。

RAID ボリュームの作成は、デフォルトでは対話形式で行われます。次に例を示しま
す。

# raidctl -l c1t0d0
Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID
        Sub                     Size                    Level
                Disk
----------------------------------------------------------------
c1t0d0                  136.6G  N/A     DEGRADED OFF    RAID1
                0.1.0   136.6G          GOOD
                N/A     136.6G          FAILED

# raidctl -c primary secondary

# raidctl -c c1t0d0 c1t1d0
Creating RAID volume c1t0d0 will destroy all data on member disks, 
proceed (yes/no)? yes
...
Volume c1t0d0 is created successfully!
#
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別の方法として、-f オプションを使用して強制的に作成することもできます。この
方法は、メンバーディスクが使用可能であり、両方のメンバーディスク上のデータが
消失してもかまわないことが確実である場合に使用します。次に例を示します。

RAID ミラーを作成すると、二次ドライブ (この場合は c1t1d0) が Solaris のデバイ
スツリーに表示されなくなります。

3. 次のコマンドを入力して、RAID ミラーの状態を確認します。

前述の例は、RAID ミラーがバックアップ用ドライブとまだ再同期化中であることを
示しています。

次の例は、RAID ミラーが同期化され、オンラインになっていることを示していま
す。

ディスクコントローラは、一度に 1 つの IM ボリュームを同期化します。 初の IM 
ボリュームの同期化が完了する前に 2 番めの IM ボリュームを作成すると、 初のボ
リュームの RAID 状態は SYNC、2 番めのボリュームの RAID 状態は OPTIMAL と表
示されます。 初のボリュームの同期化が完了すると、その RAID 状態は OPTIMAL 
に変わり、2 番めのボリュームの同期化が自動的に開始されて、その RAID 状態は 
SYNC になります。

# raidctl -f -c c1t0d0 c1t1d0
Volume c1t0d0 is created successfully!
#

# raidctl -l c1t0d0
Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID
        Sub                     Size                    Level
                Disk
----------------------------------------------------------------
c1t0d0                  136.6G  N/A     SYNC     OFF    RAID1
                0.0.0   136.6G          GOOD
         0.1.0   136.6G          GOOD

# raidctl -l c1t0d0
Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID
        Sub                     Size                    Level
                Disk
----------------------------------------------------------------
c1t0d0                  136.6G  N/A     OPTIMAL  OFF    RAID1
                0.0.0   136.6G          GOOD
                0.1.0   136.6G          GOOD
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RAID 1 (ディスクのミラー化) では、すべてのデータが両方のドライブ上に複製され
ます。ディスクに障害が発生した場合は、そのドライブを正常なドライブと交換して
ミラーを復元します。手順については、52 ページの「ミラー化ディスクのホットプ
ラグ操作を実行する」を参照してください。

raidctl ユーティリティーの詳細は、raidctl(1M) のマニュアルページを参照して
ください。

▼ デフォルトの起動デバイスのハードウェアミラー
化ボリュームを作成する

新しいボリュームを作成すると、ディスクコントローラ上でボリュームが初期化され
るため、ボリュームを Solaris オペレーティングシステムで使用する前に 
format(1M) ユーティリティーによって構成およびラベル付けを行う必要があります 
(47 ページの「Solaris オペレーティングシステムで使用するハードウェア RAID ボ
リュームを構成してラベルを付ける」を参照)。この制限があるため、メンバーディ
スクのいずれかにファイルシステムがマウントされている場合には、raidctl(1M) 
はハードウェア RAID ボリュームの作成を拒否します。

この節では、デフォルトの起動デバイスを含むハードウェア RAID ボリュームを作成
するために必要な手順について説明します。起動デバイスでは起動時に必ずファイル
システムがマウントされるため、代替起動媒体を使用して、その環境内にボリューム
を作成する必要があります。代替媒体の 1 つに、シングルユーザーモードでのネット
ワークインストールイメージがあります。ネットワークベースのインストールの構成
および使用に関する情報は、『Solaris 10 インストールガイド』を参照してくださ
い。

1. デフォルトの起動デバイスであるディスクを確認します。

OpenBoot の ok プロンプトで、printenv コマンドと、必要に応じて devalias 
コマンドを入力して、デフォルトの起動デバイスを特定します。次に例を示しま
す。

2. boot net –s コマンドを入力します。

ok printenv boot-device
boot-device =         disk

ok devalias disk
disk                  /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/disk@0,0

ok boot net –s
 第 3 章 ディスクボリュームの管理 43



3. システムが起動したら、raidctl(1M) ユーティリティーによって、デフォルトの
起動デバイスを主ディスクに使用してハードウェアミラー化ボリュームを作成し
ます。

40 ページの「ハードウェアミラー化ボリュームを作成する」を参照してくださ
い。次に例を示します。

4. サポートされる任意の方法を使用して、Solaris OS でボリュームをインストール
します。

ハードウェア RAID ボリューム c1t0d0 は、Solaris のインストールプログラムに
対して 1 台のディスクとして表示されます。

注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラ
の数と種類によって異なる場合があります。

▼ ハードウェアストライプ化ボリュームを作成する

1. どのハードドライブがどの論理デバイス名および物理デバイス名に対応している
かを確認します。

39 ページの「ディスクスロット番号、論理デバイス名、および物理デバイス名」
を参照してください。

現在の RAID 構成を確認するには、次のように入力します。

前述の例は、RAID ボリュームが存在しないことを示しています。

# raidctl -c –r 1 c1t0d0 c1t1d0
Creating RAID volume c1t0d0 will destroy all data on member disks, 
proceed (yes/no)? yes
...
Volume  c1t0d0  is created successfully!
#

# raidctl
Controller: 1
        Disk: 0.0.0
        Disk: 0.1.0
        Disk: 0.2.0
        Disk: 0.3.0
        Disk: 0.4.0
        Disk: 0.5.0
        Disk: 0.6.0
        Disk: 0.7.0
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注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラ
の数と種類によって異なる場合があります。

2. 次のコマンドを入力します。

RAID ボリュームの作成は、デフォルトでは対話形式で行われます。次に例を示しま
す。

RAID ストライプ化ボリュームを作成すると、ほかのメンバードライブ (この場合は 
c1t2d0 および c1t3d0) は Solaris のデバイスツリーに表示されなくなります。

別の方法として、-f オプションを使用して強制的に作成することもできます。この
方法は、メンバーディスクが使用可能であり、ほかのすべてのメンバーディスク上に
あるデータが消失してもかまわないことが確実である場合に使用します。次に例を示
します。

# raidctl -c –r 0 disk1 disk2 ...

# raidctl -c -r 0 c1t1d0 c1t2d0 c1t3d0
Creating RAID volume will destroy all data on spare space of member 
disks, proceed (yes/no)? yes
May 16 16:33:30 wgs57-06 scsi: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):
May 16 16:33:30 wgs57-06        Physical disk 0 created.
May 16 16:33:30 wgs57-06 scsi: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):
May 16 16:33:30 wgs57-06        Physical disk 1 created.
May 16 16:33:31 wgs57-06 scsi: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):
May 16 16:33:31 wgs57-06        Physical disk 2 created.
May 16 16:33:31 wgs57-06 scsi: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):
May 16 16:33:31 wgs57-06        Volume 3 is |enabled||optimal|
May 16 16:33:31 wgs57-06 scsi: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):
May 16 16:33:31 wgs57-06        Volume 3 is |enabled||optimal|
May 16 16:33:31 wgs57-06 scsi: /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):
May 16 16:33:31 wgs57-06        Volume 3 created.
Volume c1t3d0 is created successfully!
#

# raidctl -f -c -r 0 c1t1d0 c1t2d0 c1t3d0
...
Volume c1t3d0 is created successfully!
#
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3. 次のコマンドを入力して、RAID ストライプ化ボリュームの状態を確認します。

4. 次のコマンドを入力して、RAID ストライプ化ボリュームの状態を確認します。

この例では、RAID ストライプ化ボリュームがオンラインであり、機能していること
が示されています。

RAID 0 (ディスクのストライプ化) では、ドライブ間でのデータの複製は行われませ
ん。データは、RAID ボリュームのすべてのメンバーディスクにラウンドロビン方式
で書き込まれます。ディスクを 1 つでも失うと、そのボリューム上のすべてのデータ
が失われます。このため、RAID 0 はデータの完全性または可用性を確保する目的に
は使用できませんが、いくつかの状況で書き込みのパフォーマンスを向上させる目的
に使用できます。

raidctl ユーティリティーの詳細は、raidctl(1M) のマニュアルページを参照して
ください。

# raidctl -l
Controller: 1
        Volume:c1t3d0
        Disk: 0.0.0
        Disk: 0.1.0
        Disk: 0.2.0
        Disk: 0.3.0
        Disk: 0.4.0
        Disk: 0.5.0
        Disk: 0.6.0
        Disk: 0.7.0

# raidctl -l c1t3d0
Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID
        Sub                     Size                    Level
                Disk
----------------------------------------------------------------
c1t3d0                  N/A     64K     OPTIMAL  OFF    RAID0
                0.3.0   N/A             GOOD
                0.4.0   N/A             GOOD
                0.5.0   N/A             GOOD
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▼ Solaris オペレーティングシステムで使用するハー
ドウェア RAID ボリュームを構成してラベルを付
ける

raidctl を使用して RAID ボリュームを作成したら、Solaris オペレーティングシス
テムで使用する前に format(1M) を実行してボリュームの構成およびラベル付けを
行います。

1. format ユーティリティーを起動します。

format ユーティリティーによって、これから変更するボリュームの現在のラベルが
破損していることを示すメッセージが作成される場合があります。このメッセージは
無視しても問題ありません。

2. 構成した RAID ボリュームを表すディスク名を選択します。

# format
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この例では、c1t2d0 がボリュームの論理名です。

# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. c1t0d0 <SUN72G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>
          /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@0,0
       1. c1t1d0 <SUN72G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>
          /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@1,0
       2. c1t2d0 <SUN72G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>
          /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@2,0
       3. c1t3d0 <SUN72G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>
          /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@3,0
       4. c1t4d0 <SUN73G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>
          /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@4,0
       5. c1t5d0 <SUN72G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>
          /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@5,0
       6. c1t6d0 <SUN72G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>
          /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@6,0
       7. c1t7d0 <SUN72G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>
          /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@7,0
Specify disk (enter its number): 2
selecting c1t2d0
[disk formatted]

FORMAT MENU:
        disk       - select a disk
        type       - select (define) a disk type
        partition  - select (define) a partition table
        current    - describe the current disk
        format     - format and analyze the disk
        repair     - repair a defective sector
        label      - write label to the disk
        analyze    - surface analysis
        defect     - defect list management
        backup     - search for backup labels
        verify     - read and display labels
        save       - save new disk/partition definitions
        inquiry    - show vendor, product and revision
        volname    - set 8-character volume name
        !<cmd>     - execute <cmd>, then return
        quit
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3. format プロンプトで type コマンドを入力し、次に 0 (ゼロ) を選択してボ
リュームを自動的に構成します。

次に例を示します。

4. 目的の構成に応じて、partition コマンドを使用してボリュームをパーティショ
ンに分割 (スライス) します。

詳細は、format(1M) のマニュアルページを参照してください。

5. label コマンドを使用して、ディスクに新しいラベルを書き込みます。

format> type

VAILABLE DRIVE TYPES:
        0. Auto configure
        1. Quantum ProDrive 80S
        2. Quantum ProDrive 105S
        3. CDC Wren IV 94171-344
        4. SUN0104
        5. SUN0207
        6. SUN0327
        7. SUN0340
        8. SUN0424
        9. SUN0535
        10. SUN0669
        11. SUN1.0G
        12. SUN1.05
        13. SUN1.3G
        14. SUN2.1G
        15. SUN2.9G
        16. Zip 100
        17. Zip 250
        18. Peerless 10GB
        19. LSILOGIC-LogicalVolume-3000
        20. SUN72G
        21. SUN73G
        22. other
Specify disk type (enter its number)[19]: 0
c1t2d0: configured with capacity of 136.71GB
<SUN146G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 848>
selecting c1t2d0
[disk formatted]

format> label
Ready to label disk, continue? yes
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6. disk コマンドを使用して、ディスクの一覧を出力し、新しいラベルが書き込ま
れていることを確認します。

c1t2d0 に、LSILOGIC-LogicalVolume であることを示すタイプ情報が設定され
ています。

7. format ユーティリティーを終了します。

これで、ボリュームを Solaris OS で使用できるようになります。

注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラ
の数と種類によって異なる場合があります。

▼ ハードウェア RAID ボリュームを削除する

1. どのハードドライブがどの論理デバイス名および物理デバイス名に対応している
かを確認します。

39 ページの「ディスクスロット番号、論理デバイス名、および物理デバイス名」
を参照してください。

2. 次のように入力して、RAID ボリュームの名前を確認します。

この例では、RAID ボリュームは c1t1d0 です。

format> disk

AVAILABLE DISK SELECTIONS:
        0. c1t0d0 <SUN72G cyl 14084 alt 2 hd 24 sec 424>
           /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@0,0
        1. c1t1d0 <SUN72G cyl 14084 alt 2 hd 24 sec 424>
           /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@1,0
        2. c1t2d0 <LSILOGIC-LogicalVolume-3000 cyl 65533 alt 2 hd 
16 sec 273>
           /pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@2,0
...

# raidctl
Controller: 1
        Volume:c1t0d0
        Disk: 0.0.0
        Disk: 0.1.0

...
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注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラ
の数と種類によって異なる場合があります。

3. 次のコマンドを入力して、ボリュームを削除します。

次に例を示します。

RAID ボリュームが IS ボリュームである場合、RAID ボリュームは次の例のような対
話方式で削除します。

IS ボリュームを削除すると、ボリュームに含まれているデータがすべて失われます。
別の方法として、-f オプションを使用して強制的に削除することもできます。この
方法は、この IS ボリュームまたはそれに含まれるデータが必要でなくなったことが
確実である場合に使用します。次に例を示します。

4. 次のコマンドを入力して、RAID アレイが削除されたことを確認します。

# raidctl -d mirrored-volume

# raidctl -d c1t0d0
Deleting RAID volume c1t0d0 will destroy all data it contains, 
proceed (yes/no)? yes
/pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):
        Volume 0 deleted.
/pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):
        Physical disk 0 deleted.
/pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0 (mpt0):
        Physical disk 1 deleted.
Volume c1t0d0 is deleted successfully!

# raidctl -d c1t0d0
Deleting volume c1t0d0 will destroy all data it contains, proceed
(yes/no)? yes
...
Volume c1t0d0 is deleted successfully!
#

# raidctl -f -d c1t0d0
Volume c1t0d0 is deleted successfully!
#

# raidctl
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次に例を示します。

詳細は、raidctl(1M) のマニュアルページを参照してください。

▼ ミラー化ディスクのホットプラグ操作を実行する

1. どのハードドライブがどの論理デバイス名および物理デバイス名に対応している
かを確認します。

39 ページの「ディスクスロット番号、論理デバイス名、および物理デバイス名」
を参照してください。

2. 次のコマンドを入力して、障害の発生しているディスクを確認します。

「Disk Status」に「FAILED」と表示されている場合は、そのドライブを取り外して
新しいドライブを取り付けることができます。取り付けると、新しいディスクには
「GOOD」、ボリュームには「SYNC」と表示されます。

次に例を示します。

この例では、ディスクのミラーは、ディスク c1t2d0 (0.1.0) の障害のために縮退し
ています。

注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラ
の数と種類によって異なる場合があります。

# raidctl
Controller: 1
        Disk: 0.0.0
        Disk: 0.1.0
        ...

# raidctl

# raidctl -l c1t0d0
Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID
        Sub                     Size                    Level
                Disk
----------------------------------------------------------------
c1t0d0                  136.6G  N/A     DEGRADED OFF    RAID1
                0.0.0   136.6G          GOOD
                0.1.0   136.6G          FAILED
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3. 使用しているサーバーモジュールのサービスマニュアルの手順に従って、ハード
ドライブを取り外します。

ドライブに障害が発生しているときは、ドライブをオフラインに切り替えるため
にソフトウェアコマンドを使用する必要はありません。

4. 使用しているサーバーモジュールのサービスマニュアルの手順に従って、新しい
ハードドライブを取り付けます。

RAID ユーティリティーにより、データが自動的にディスクに復元されます。

5. 次のコマンドを入力して、RAID の再構築の状態を確認します。

次に例を示します。

この例は、RAID ボリューム c1t1d0 が再同期化中であることを示しています。

同期化が完了してからコマンドを再度入力すると、RAID ミラーが再同期化を終了
し、オンラインに戻っていることが示されます。

詳細は、raidctl(1M) のマニュアルページを参照してください。

# raidctl

# raidctl -l c1t0d0
Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID
        Sub                     Size                    Level
                Disk
----------------------------------------------------------------
c1t0d0                  136.6G  N/A     SYNC  OFF    RAID1
                0.0.0   136.6G          GOOD
                0.1.0   136.6G          GOOD

# raidctl -l c1t0d0
Volume                  Size    Stripe  Status   Cache  RAID
        Sub                     Size                    Level
                Disk
----------------------------------------------------------------
c1t0d0                  136.6G  N/A     OPTIMAL  OFF    RAID1
                0.0.0   136.6G          GOOD
                0.1.0   136.6G          GOOD
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▼ ミラー化されていないディスクのホットプラグ操
作を実行する

1. どのハードドライブがどの論理デバイス名および物理デバイス名に対応している
かを確認します。

39 ページの「ディスクスロット番号、論理デバイス名、および物理デバイス名」
を参照してください。ハードドライブにアクセスしているアプリケーションまた
はプロセスがないことを確認します。

2. 次のコマンドを入力します。

次に例を示します。

注 – 表示される論理デバイス名は、取り付けられている追加ディスクコントローラ
の数と種類によって異なる場合があります。

# cfgadm -al

# cfgadm –al
Ap_Id          Type         Receptacle   Occupant     Condition
c1             scsi-bus     connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t0d0 disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t1d0 disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t2d0 disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t3d0 disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t4d0 disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t5d0 disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t6d0 disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t7d0 disk         connected    configured   unknown
usb0/1         unknown      empty        unconfigured ok
usb0/2         unknown      empty        unconfigured ok
usb0/3         unknown      empty        unconfigured ok
usb1/1         unknown      empty        unconfigured ok
usb1/2         unknown      empty        unconfigured ok
usb2/1         unknown      empty        unconfigured ok
usb2/2         usb-storage  connected    configured   ok
usb2/3         unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4         usb-hub      connected    configured   ok
usb2/4.1       unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4.2       unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4.3       unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4.4       unknown      empty        unconfigured ok
usb2/5         unknown      empty        unconfigured ok
#
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-al オプションを指定すると、バスおよび USB デバイスを含むすべての SCSI デバ
イスの状態が表示されます。この例では、システムに接続された USB デバイスはあ
りません。

ハードドライブのホットプラグ手順の実行には、Solaris OS の cfgadm 
install_device および cfgadm remove_device コマンドを使用できますが、シ
ステムディスクを含むバスに対してこれらのコマンドを実行すると、次の警告メッ
セージが表示されます。

この警告は、これらのコマンドが (SAS) SCSI バスの休止を試みるために表示されま
すが、サーバーのファームウェアによって休止は回避されます。この警告メッセージ
は無視しても問題ありませんが、次の手順を使用すると、この警告メッセージを完全
に回避できます。

3. デバイスツリーからハードドライブを削除します。

次のコマンドを入力します。

次に例を示します。

この例では、c1t3d0 をデバイスツリーから削除しています。青色の取り外し可能 
LED が点灯します。

# cfgadm -x remove_device c1::dsk/c1t3d0
Removing SCSI device: /devices/pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@3,0
This operation will suspend activity on SCSI bus: c1
Continue (yes/no)? yes
cfgadm: Hardware specific failure: failed to suspend:
     Resource             Information
------------------  -----------------------
/dev/dsk/c1t1d0s0   mounted filesystem "/"

# cfgadm -c unconfigure Ap-Id

# cfgadm -c unconfigure c0::dsk/c1t3d0
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4. デバイスがデバイスツリーから削除されたことを確認します。

次のコマンドを入力します。

c1t3d0 には「unavailable」および「unconfigured」と表示されています。対
応するハードドライブの取り外し可能 LED が点灯します。

5. 使用しているサーバーモジュールのサービスマニュアルの手順に従って、ハード
ドライブを取り外します。

ハードドライブを取り外すと、青色の取り外し可能 LED が消灯します。

6. 使用しているサーバーモジュールのサービスマニュアルの手順に従って、新しい
ハードドライブを取り付けます。

7. 新しいハードドライブを構成します。

次のコマンドを入力します。

# cfgadm -al
Ap_Id           Type         Receptacle   Occupant     Condition
c1              scsi-bus     connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t0d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t1d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t2d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t3d0  disk         connected    unconfigured unknown
c1::dsk/c1t4d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t5d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t6d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t7d0  disk         connected    configured   unknown
usb0/1          unknown      empty        unconfigured ok
usb0/2          unknown      empty        unconfigured ok
usb0/3          unknown      empty        unconfigured ok
usb1/1          unknown      empty        unconfigured ok
usb1/2          unknown      empty        unconfigured ok
usb2/1          unknown      empty        unconfigured ok
usb2/2          usb-storage  connected    configured   ok
usb2/3          unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4          usb-hub      connected    configured   ok
usb2/4.1        unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4.2        unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4.3        unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4.4        unknown      empty        unconfigured ok
usb2/5          unknown      empty        unconfigured ok
#

# cfgadm -c configure Ap-Id
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次に例を示します。

c1t3d0 の新しいディスクがデバイスツリーに追加されると、緑色の動作状態 LED 
が点滅します。

8. 新しいハードドライブがデバイスツリー上に表示されることを確認します。

次のコマンドを入力します。

c1t3d0 に「configured」と表示されるようになりました。

# cfgadm -c configure c1::dsk/c1t3d0

# cfgadm -al
Ap_Id           Type         Receptacle   Occupant     Condition
c1              scsi-bus     connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t0d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t1d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t2d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t3d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t4d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t5d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t6d0  disk         connected    configured   unknown
c1::dsk/c1t7d0  disk         connected    configured   unknown
usb0/1          unknown      empty        unconfigured ok
usb0/2          unknown      empty        unconfigured ok
usb0/3          unknown      empty        unconfigured ok
usb1/1          unknown      empty        unconfigured ok
usb1/2          unknown      empty        unconfigured ok
usb2/1          unknown      empty        unconfigured ok
usb2/2          usb-storage  connected    configured   ok
usb2/3          unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4          usb-hub      connected    configured   ok
usb2/4.1        unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4.2        unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4.3        unknown      empty        unconfigured ok
usb2/4.4        unknown      empty        unconfigured ok
usb2/5          unknown      empty        unconfigured ok
#
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第 4 章

OpenBoot PROM の機能

この章では、OpenBoot PROM の一部の機能と手順について説明します。

OpenBoot ok プロンプト
Solaris OS がインストールされた Sun Blade T6340 サーバーモジュールは、さまざま
な実行レベルで動作します。実行レベルの詳細は、Solaris のシステム管理ドキュメ
ントを参照してください。

多くの場合、サーバーモジュールは実行レベル 2 または実行レベル 3 で動作します。
実行レベル 2 および 3 は、システムおよびネットワーク資源にフルアクセスできるマ
ルチユーザー状態です。場合によっては、実行レベル 1 でシステムを動作させること
もあります。実行レベル 1 は、シングルユーザーによる管理状態です。ただし、もっ
とも下位の動作状態は実行レベル 0 です。この状態では、システムの電源を安全に切
断できます。

サーバーモジュールが実行レベル 0 である場合は、ok プロンプトが表示されます。
このプロンプトは、OpenBoot ファームウェアがシステムを制御していることを示し
ています。

次に示すさまざまな状況では、制御が OpenBoot ファームウェアに移行します。

■ デフォルトでは、オペレーティングシステムをインストールするまでは、システ
ムは OpenBoot ファームウェアの制御下で起動されます。

■ auto-boot? OpenBoot 構成変数を false に設定すると、システムは ok プロン
プトまで起動します。

■ Solaris OS の停止後、システムは正常の手順で実行レベル 0 に移行します。

■ 起動処理中に、オペレーティングシステムが実行できないような重大な問題が
ハードウェアで検出されると、システムは OpenBoot ファームウェアの制御下に
戻ります。
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■ ファームウェアベースのコマンドを実行するために意図的にシステムをファーム
ウェアの制御下に置くと、ok プロンプトが表示されます。

これらの 後の状況には管理者としてかかわることがもっとも多く、そのため ok プ
ロンプトの表示が必要になる場合が多くなります。ok プロンプトを表示する方法の
概要は、60 ページの「ok プロンプトの表示方法」を参照してください。詳細な手順
については、60 ページの「ok プロンプトの表示方法」を参照してください。

Solaris OS の起動後に OpenBoot の ok プロンプト
が使用できない

Solaris OS が起動すると、OpenBoot ファームウェアが使用できなくなり、メモリー
から削除される可能性があります。

Solaris OS から ok プロンプトを表示するには、 初にドメインを停止する必要があ
ります。Solaris OS の halt(1M) コマンドを使用してドメインを停止します。

ok プロンプトの表示方法

システムの状態およびシステムコンソールへのアクセス方法に応じて、ok プロンプ
トを表示するさまざまな方法があります。次に、ok プロンプトの表示方法を、推奨
する順に示します。

注 – ok プロンプトをサーバーモジュールの停止またはリセット後に表示するには、
auto-boot? オプションを false に設定する必要があります。また、ok プロンプ
トを表示するには、Solaris OS を停止または再起動する必要があります。Solaris OS 
からは ok プロンプトを表示できません (60 ページの「Solaris OS の起動後に 
OpenBoot の ok プロンプトが使用できない」を参照)。

■ 正常な停止

■ ILOM の reset コマンドを使用した制御ドメインの正常なリセット

■ 手動システムリセット

■ 次に示す Break キーまたは同等の ALOM システムコントローラコマンドの組み合
わせ
-> set /HOST send_break_action=break
-> start /SP/console –force

次に、これらの方法の概要を示します。詳細な手順については、64 ページの「ok プ
ロンプトの表示手順」を参照してください。
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注 – 原則として、オペレーティングシステムを中断する前には、ファイルのバック
アップを行い、ユーザーにシステムの停止を警告してから、正常な手順でシステムを
停止するようにしてください。ただし、特にシステムに障害が発生した場合などで、
このような事前の手順を行うことができない場合もあります。

正常な停止

ok プロンプトを表示するには、Solaris システム管理ドキュメントに記載されている
ように、適切なコマンド (init、uadmin コマンドなど) を入力して、オペレーティ
ングシステムを停止することをお勧めします。

たとえば、Solaris のプロンプトで init 0 と入力すると、システムによって順次 ok 
プロンプトが表示されます。

オペレーティングシステムがすでに停止している場合は、set /HOST 
send_break_action=break を使用せずに、start /SP/console コマンドを使用
して、ok プロンプトを表示できます。

システムを正常に停止すると、データの損失を防ぎ、ユーザーにあらかじめ警告する
ことができ、停止時間は 小限になります。通常、Solaris OS が動作し、ハードウェ
アに重大な障害が発生していなければ、正常な停止を実行できます。

stop /SYS コマンドを使用して、ALOM システムコントローラのコマンドプロンプ
トからシステムの正常な停止を実行することができます。

また、システムの電源ボタンを使用して、システムの正常な停止を開始することもで
きます。

ILOM の reset コマンドを使用した制御ドメインの正常なリ
セット

ILOM の reset コマンドを使用して、制御ドメインを正常にリセットし、ok プロン
プトを表示します。正常な停止が実行できない場合は、強制的な停止が実行されま
す。この方法を使用して ok プロンプトを表示するには、 初に制御ドメインの 
auto-boot オプションを false に設定しておく必要があります。次に例を示しま
す。

ok 

-> set /HOST/domain/control auto-boot=disable
-> reset /HOST/domain/control
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手動システムリセット

注意 – 手動システムリセットを強制的に実行すると、システムの状態データが失わ
れるため、この方法は 後の手段として使用してください。手動システムリセットを
実行するとすべての状態情報が失われるため、同じ問題がふたたび発生するまでこの
問題の原因の障害追跡を行うことはできません。

ALOM システムコントローラの reset /SYS コマンド、または start /SYS と 
stop /SYS コマンドを使用して、サーバーモジュールをリセットします。次に例を
示します。

▼ システムを手動でリセットする

1. 次のように入力します。

auto-boot? の設定は永続的です。意図的に変更するまで、設定は false のま
まです。

2. Enter を押します。

3. 次のように入力します。

手動システムリセットの実行または電源の再投入による ok プロンプトの表示は、
後の手段です。これらのコマンドを使用すると、システムの一貫性および状態情報が
すべて失われることになります。手動システムリセットを実行すると、サーバーモ
ジュールのファイルシステムが破壊される可能性がありますが、通常、破壊された
ファイルシステムは fsck コマンドで復元します。この方法は、ほかに手段がない場
合にのみ使用してください。

注意 – ok プロンプトにアクセスすると、Solaris OS は停止します。たとえば boot 
コマンドを使用して、OS を再起動しないかぎり Solaris OS に戻ることはできませ
ん。

-> set /HOST/bootmode script="setenv auto-boot? false"

-> reset /SYS
-> start /SP/console
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▼ Break キーまたは同等の ILOM コマンドの組み合わせを使用
してサーバーモジュールを停止する

システムの正常な停止が不可能であるか、現実的でない場合には、サーバーモジュー
ルに英数字端末が接続されていれば、Break キーを押すことで ok プロンプトを表示
できます。

これと同等の方法では、次のようなコマンドの組み合わせを使用します。

1. set /HOST send_break_action=break と入力します。

このコマンドは、実行中のサーバーモジュールを強制的にメニューに移行しま
す。次に例を示します。

2. Enter を押します。

サーバーモジュールは次のように応答します。

3. r を選択してシステムをリセットします。auto-boot? オプションが false に設
定されている場合は ok プロンプトで停止します。

c を選択すると、リセットせずに Solaris のプロンプトに戻ります。

s を選択するとコアダンプが発生し、制御ドメイン (ゲストドメインが構成されて
いない場合はホスト) のハードリセットが実行されてから、Solaris OS が起動しま
す。

注 – これらの ok プロンプトの表示方法は、システムコンソールで virtual-
console の設定がデフォルトのままになっている場合にのみ機能します。

-> set /HOST send_break_action=break
Set ’send_break_action’ to ’break’

-> start /SP/console
Are you sure you want to start /SP/console (y/n)? y
Serial console started.  To stop, type #.

c)ontinue, s)ync, r)eset
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ok プロンプトの表示手順

注意 – ok プロンプトを表示すると、すべてのアプリケーションおよびオペレーティ
ングシステムソフトウェアが停止します。ok プロンプトからファームウェアコマン
ドを実行し、ファームウェアベースのテストを実行したあと、OS またはアプリケー
ションが中断した箇所から再開することはできません。ok プロンプトを表示したあ
とに Solaris OS を再起動する必要があります。

可能な場合は、この手順を開始する前にシステムのデータをバックアップしてくださ
い。また、すべてのアプリケーションを終了または停止して、サービスを停止するこ
とをユーザーに警告してください。適切なバックアップおよび停止手順については、
Solaris のシステム管理ドキュメントを参照してください。

▼ ok プロンプトを表示する

1. ok プロンプトを表示するために使用する方法を決定します。

2. 図 4-1 の適切な手順を実行します。

図 4-1 ok プロンプトの表示手順

表示方法 作業手順

Solaris OS の正常な停止 シェルまたはコマンドツールウィンドウから、Solaris のシステム管理ドキュメン
トに記載されている適切なコマンド (たとえば、init 0 または uadmin 2 0 コマ
ンド) を入力します。

ILOM の reset コマンド
を使用した制御ドメイン
の正常なリセット

制御ドメインの -> プロンプトで、次のように入力します。

-> set /HOST/domain/control auto-boot=disable
-> reset /HOST/domain/control

手動システムリセット -> プロンプトで、次のように入力します。
-> set /HOST/bootmode script="setenv auto-boot? false"

Enter を押します。

次のコマンドを入力します。

-> reset /SYS
-> start /SP/console
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SP 上の OpenBoot 構成変数
表 4-1 に、OpenBoot ファームウェアの構成変数の説明を示します。ここでは、ok 
printenv コマンドを入力したときに表示される順序で OpenBoot 構成変数を示しま
す。

Break キーまたは同等の 
ILOM break コマンド

システムコンソールにアクセスするように構成されている英数字端末で、Break 
キーを押します。

デバッガが存在する場合、ブレーク後、ドメインは KMDB デバッガプロンプトを
表示します。ここから、c)ontinue, s)ync, r)eset? プロンプトにアクセス
できます。デバッガが存在しない場合は、c)ontinue, s)ync, r)eset? プロ
ンプトが表示され、次のように操作できます。

• c － Solaris OS に戻ります。

• s － ファイルシステムの同期を強制的に実行し、その結果コアダンプが発生し
ます。

• r － auto-boot? オプションが true の場合はドメインをリセットして Solaris 
OS を再起動します。auto-boot? オプションが false に設定されている場合
は ok プロンプトで停止します。

表 4-1 サービスプロセッサに格納されている OpenBoot 構成変数

変数名 設定できる値 デフォルト値 説明

{0} ok printenv なし なし Printenv コマンドを使用すると、以下の変
数が表示されます。

ttya-rts-dtr-off true、false false true の場合、オペレーティングシステムは
シリアル管理ポートで rts (request-to-send) 
および dtr (data-transfer-ready) を表明しま
せん。

ttya-ignore-cd true、false true true の場合、オペレーティングシステムは 
TTYA ポートでのキャリア検出を無視しま
す。

reboot-command

security-mode none、command、
full

デフォルトなし ファームウェアのセキュリティーレベル。

security-password variable-name デフォルトなし security-mode が none (表示されない) 以
外の場合のファームウェアのセキュリ
ティーパスワード。これは直接設定しない
でください。

図 4-1 ok プロンプトの表示手順 (続き)

表示方法 作業手順
 第 4 章 OpenBoot PROM の機能 65



security-#badlogins 0 デフォルトなし 誤ったセキュリティーパスワードの試行回
数。

verbosity min、normal、
max

min ファームウェア出力の量および詳細度を制
御します。

pci-mem64? true、false true

diag-switch? true、false false true の場合は、OpenBoot の冗長性が 大
に設定されます。

false の場合は、OpenBoot の冗長性が
小に設定されます。

local-mac-address? true、false true true の場合は、ネットワークドライバは
サーバーの MAC アドレスではなく、それ自
体の MAC アドレスを使用します。

fcode-debug? true、false false true の場合は、差し込み式デバイスの 
FCode の名前フィールドを取り込みます。

scsi-initiator-id 0 ～ 15 7 Serial Attached SCSI コントローラの SCSI ID。

oem-logo デフォルトなし

oem-logo? true、false false true の場合は、カスタム OEM のロゴを使用
します。それ以外の場合は、サーバーメーカー
のロゴを使用します。

oem-banner デフォルトなし

oem-banner? true、false false true の場合は、OEM のカスタムバナーを使
用します。

ansi-terminal? true、false true true の場合は、ANSI 端末エミュレーショ
ンを使用可能にします。

screen-#columns 0 ～ n 80 画面上の 1 行あたりの文字数を設定しま
す。

screen-#rows 0 ～ n 34 画面上の行数を設定します。

ttya-mode 9600、8、n、1、- 9600、8、n、1、- TTYA ポート (ボーレート、ビット数、パリ
ティー、ストップビット数、ハンドシェー
ク)。シリアル管理ポートは、デフォルト値
でのみ動作します。

output-device virtual-

console、
screen、rscreen

virtual-
console

電源投入時の出力デバイス。

input-device virtual-

console、
keyboard、
rkeyboard

virtual-
console

電源投入時の入力デバイス。

表 4-1 サービスプロセッサに格納されている OpenBoot 構成変数 (続き)

変数名 設定できる値 デフォルト値 説明
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OpenBoot PROM 変数は、setenv コマンドを使用するか、または Solaris の eeprom 
コマンドを使用して変更できます。

詳細は、eeprom(1M) のマニュアルページまたは Solaris リファレンスマニュアルを
参照してください。

詳細情報

OpenBoot ファームウェアの詳細は、次の URL の『OpenBoot 4.x Command 
Reference Manual』を参照してください。

http://docs.sun.com

auto-boot-on-error? true、false false true の場合は、システムエラーが発生した
あとに自動的に起動します。

load-base 0 ～ n 16384 アドレス。

auto-boot? true、false true true の場合は、電源投入またはリセット後
に自動的に起動します。

network-boot-arguments: ネットワーク起動のために PROM によって
使用される引数。デフォルトは空の文字列
です。network-boot-arguments は、使
用される起動プロトコル (RARP/DHCP) お
よび処理で使用されるシステムナレッジの
範囲を指定する場合に使用できます。詳細
は、eeprom(1M) のマニュアルページまたは 
Solaris リファレンスマニュアルを参照して
ください。

boot-command boot boot auto-boot? が true の場合に実行されま
す。

boot-device disk、net、
cdrom

disk、net 起動元のデバイス。

multipath-boot? true、false false 

boot-device-index 0 0

use-nvramrc? true、false false true の場合は、サーバーモジュールの起動
中に NVRAMRC でコマンドを実行します。

nvramrc variable-name none use-nvramrc? が true の場合に実行され
るコマンドスクリプト。

error-reset-recovery boot、sync、
none

boot エラーによって生成されたシステムリセッ
トの次に実行されるコマンド。

表 4-1 サービスプロセッサに格納されている OpenBoot 構成変数 (続き)

変数名 設定できる値 デフォルト値 説明
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付録 A

Sun Blade T6340 サーバーモジュー
ルのデバイスツリー

表に、一部のサーバーモジュールデバイスの Solaris オペレーティングシステムデバイスツリーを示し
ます。

サーバーモジュールのデバイスの
位置

OpenBoot 
PROM での
デバイス名

Solaris OS デバイスツリー

オンボードグラフィックスチッ
プ、ドングルケーブルの HD15 
コネクタを介して外部モニターに
出力

screen /pci@500/pci@0/pci@2/pci@0/display@1

JavaRConsole からの遠隔マウス 
(rM)

mouse /pci@500/pci@0/pci@2/pci@0/usb@0/device@2/mouse@
1

オンボードグラフィックスチッ
プ、JavaRConsole 上の遠隔画面 
(遠隔ビデオ、rV) に出力

rscreen /pci@500/pci@0/pci@2/pci@0/display@1:r1024x768x7
5

JavaRConsole からの遠隔キー
ボード (rK)

rkeyboard /pci@500/pci@0/pci@2/pci@0/usb@0/device@2/keyboa
rd@0

オンボードグラフィックスチップ display /pci@500/pci@0/pci@2/pci@0/display@1

オンボード 1G ビット Ethernet 
ポート 1、NEM 1 に経路指定

net1 /pci@400/pci@0/pci@2/network@0,1

オンボード 1G ビット Ethernet 
ポート 0、NEM 0 に経路指定

net0 /pci@400/pci@0/pci@2/network@0

オンボード 1G ビット Ethernet 
ポート 0、NEM 0 に経路指定、
net0 と同じ

net /pci@400/pci@0/pci@2/network@0

JavaRConsole からの遠隔スト
レージ (rS)

cdrom /pci@500/pci@0/pci@2/pci@0/usb@0,2/storage@1/dis
k@0:f

HDD1、オンボード disk1 disk1 /pci@500/pci@0/pci@9/@0/disk@1
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HDD0、オンボード disk0 disk0 /pci@500/pci@0/pci@9/@0/disk@0

オンボード disk0、上記 disk0 と
同じ

disk /pci@500/pci@0/pci@9/@0/disk@0

オンボード SAS/SATA RAID 0/1 
コントローラ、REM

scsi /pci@500/pci@0/pci@9/@0

ドングルケーブルの RJ-45 コネク
タを介したシリアルコンソール
ポート

virtual-
console

/vritual-devices/console@1

ファブリック拡張モジュール 
(FEM)

/pci@400/pci@0/pci@9

オンボード USB 2.0 コントローラ なし /pci@500/pci@0/pci@2/pci@0/usb@0,2

オンボード USB 1.x コントローラ なし /pci@500/pci@0/pci@2/pci@0/usb@0,1

オンボード USB 1.x コントローラ なし /pci@500/pci@0/pci@2/pci@0/usb@0

サーバーモジュールのデバイスの
位置

OpenBoot 
PROM での
デバイス名

Solaris OS デバイスツリー
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