
Oracle® Solaris 11.3 での SAN デバイスと
マルチパス化の管理

Part No: E62706
2016 年 11 月





Part No: E62706

Copyright © 2009, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセ
ンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、
放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブ
ル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡く
ださい。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に
提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation,
delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental
regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the
hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェア
は、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアま
たはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講
じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle
Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはオラクル およびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商
標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供するこ
とがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテン
ツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、
Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責
任を負いかねます。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs




目次

このドキュメントの使用法 ..................................................................................  11

1  Oracle Solaris I/O マルチパス化の概要 ...........................................................  13
Oracle Solaris I/O マルチパス化の概要 ...........................................................  13

Oracle Solaris I/O マルチパス化の機能 ...................................................  13
サポートされるストレージテクノロジ ..........................................................  15

ファイバチャネルの機能 ......................................................................  15
iSCSI の機能 .......................................................................................  16
SAS ソフトウェア機能 ........................................................................  17

サポートされるディスクストレージデバイス ................................................  17
サポートされるデバイス標準 .......................................................................  18

2  Oracle Solaris I/O マルチパス化機能の構成 ..................................................... 19
マルチパス化の考慮事項 ..............................................................................  19
Oracle Solaris I O マルチパス化の有効化と無効化 ..........................................  20

▼  マルチパス化を有効にする方法 ....................................................... 21
▼  マルチパス化を無効にする方法 ....................................................... 22
▼  特定のデバイスでマルチパス化を無効にする方法 ............................  23
デバイス名の変更の表示 ......................................................................  24
マルチパス化が有効かどうかを確認する方法 ........................................  24

ポート単位ベースでのマルチパス化の構成 ...................................................  25
ポート構成の考慮事項 .........................................................................  25

テープドライブでのマルチパス化の構成 ......................................................  28
▼  テープドライブでマルチパス化を構成する方法 ...............................  29

サードパーティー製ストレージデバイスの構成 ............................................  29
サードパーティー製デバイスの構成の考慮事項 ....................................  30
▼  サードパーティー製デバイスを追加する方法 ................................... 30

自動フェイルバックの構成 ..........................................................................  31
▼  自動フェイルバックの構成方法 ....................................................... 32

5



目次

マルチパス化サポートのための自動フェイルバックの構成 ............................  32
▼  特定のマルチパス化サポートのための自動フェイルバックを構成す
る方法 ................................................................................................  33
▼  論理ユニットをフェイルオーバーする方法 ......................................  34
▼  LU パスを有効にする方法 ..............................................................  37
▼  LU パスを無効にする方法 ..............................................................  38

マルチパス化情報の表示 ..............................................................................  41
マルチパス化サポート情報の表示 ........................................................  41

3  ファブリック接続されたデバイスの構成 ..........................................................  47
マルチパス化による FC デバイスの構成の考慮事項 ......................................  47
FC デバイスの追加 ......................................................................................  48
SPARC プラットフォームでのファブリックブートデバイスの構成 ................  49

4  Oracle Solaris iSCSI イニシエータの構成 .......................................................  51
Oracle Solaris の iSCSI テクノロジについて ...................................................  51

Oracle Solaris の iSCSI ソフトウェアおよびハードウェア要件 .................  52
Oracle Solaris で iSCSI デバイスを使用する利点 ....................................  52
Oracle Solaris で iSCSI デバイスを使用する場合の制限事項 ....................  53
iSCSI の概念 .......................................................................................  53
iSCSI 構成のベストプラクティス .........................................................  54

iSCSI イニシエータの構成 ...........................................................................  55
ターゲット発見方式 ............................................................................  55
iSCSI ディスクへのアクセス ................................................................  58

発見されたターゲットデバイスの削除 ..........................................................  59
iSCSI ベースストレージネットワークでの認証の構成 ...................................  60

▼  CHAP 認証を iSCSI イニシエータ用に構成する方法 .........................  61
▼  CHAP 認証を iSCSI ターゲット用に構成する方法 ............................  62
サードパーティー RADIUS サーバーを使用して iSCSI 構成内の CHAP
管理を簡略化する ................................................................................  63

Oracle Solaris での iSCSI マルチパスデバイスの設定 ......................................  65
ターゲットあたり複数の iSCSI セッションの有効化 ..............................  66
▼  ターゲットの複数の iSCSI セッションを有効にする方法 ..................  67

iSCSI 構成情報の表示 ..................................................................................  69
iSCSI イニシエータと iSCSI ターゲットのパラメータの変更 ..........................  71

iSCSI パラメータのチューニング .........................................................  72
▼  iSCSI イニシエータと iSCSI ターゲットのパラメータを変更する方
法 .......................................................................................................  73

6 Oracle Solaris 11.3 での SAN デバイスとマルチパス化の管理 • 2016 年 11 月



目次

iSCSI 構成に関する問題のトラブルシューティング .......................................  76
ローカルシステムから iSCSI ターゲットに接続できない .......................  76
ローカルシステム上で iSCSI デバイスまたは iSCSI ディスクが利用でき
ない ....................................................................................................  77
iSNS 発見方式を使用する場合の LUN マスクの使用 ..............................  78
iSCSI の一般的なエラーメッセージ ......................................................  78

5  仮想ファイバチャネルポートの構成 .................................................................  85
NPIV の概要 ...............................................................................................  85
NPIV の制限事項 .........................................................................................  85
NPIV ポートの操作 .....................................................................................  86

▼  NPIV ポートの作成方法 .................................................................. 86
▼  NPIV ポートの削除方法 .................................................................. 87
▼  NPIV ポートステータスの表示方法 .................................................  87

6  FCoE ポートの構成 ........................................................................................  89
FCoE の概要 ...............................................................................................  89
Oracle Solaris FCoE の制限事項 ..................................................................... 89
FCoE ポートの構成 .....................................................................................  90

FCoE ポートの作成 .............................................................................  90
FCoE ポートを削除する .......................................................................  91
FCoE ポートステータスの表示 .............................................................  91
FCoE ポートの再初期化の強制実行 ......................................................  92

CEE-DCBX FCoE スイッチと連携するための Oracle Solaris の構成 .................  93
優先度ベースフロー制御対応 Ethernet アダプタの使用 ........................... 93
コンバージドネットワークアダプタの使用 ...........................................  95
非 CEE-DCBX FCoE スイッチの使用 ....................................................  96
▼  LLDP デーモンを構成する方法 .......................................................  97
スイッチ情報の確認および構成 ............................................................  98

FCoE ハードウェアオフロードの構成 ...........................................................  99
コンバージドネットワークアダプタベース FCoE ポートの構成 ....................  100

CNA の利点 ......................................................................................  100
CNA ベース FCoE ポートの設置および構成 ........................................  101

7  SAS デバイスの構成 .....................................................................................  103
SAS デバイスの動的発見 ...........................................................................  103
SAS 構成の表示 .........................................................................................  104

7



目次

8  IPFC SAN デバイスの構成 ............................................................................  107
IPFC の考慮事項 ........................................................................................  107

ファイバチャネルアダプタのポートインスタンスの判別 .....................  108
IPFC の呼び出しと構成 ..............................................................................  110

▼  ネットワークインタフェースを手動で開始する方法 .......................  111
▼  自動ネットワーク構成用にホストを構成する方法 ..........................  111

9  x86 ベースシステムのファイバチャネルデバイスからの Oracle Solaris OS の
ブート ...............................................................................................................  113

ファイバチャネルデバイス用の Oracle Solaris OS 設定要件 ........................... 113
FC デバイス用の Oracle Solaris OS インストールの概要 ................................ 114
FC デバイス用の Oracle Solaris OS インストール手順 ...................................  115

▼  FC デバイス用の DVD またはネットワークベース OS インストール
を実行する方法 .................................................................................  115

10  テープデバイス用の持続的なバインド ..........................................................  121
持続的なバインドの概要 ............................................................................  121
テープリンクの作成 ...................................................................................  122

▼  テープデバイスリンクの作成方法 .................................................. 123

A  ファブリック接続されたデバイスの手動構成 .................................................. 125
FC デバイスの手動構成 .............................................................................  125

▼  FC デバイスを手動構成する方法 ...................................................  125
ファブリックデバイスノードの構成 ...........................................................  126

LUN レベル情報が表示できることの確認 ............................................ 127
マルチパス化が有効にされていないファブリックデバイスノードの構成 ......  128

▼  マルチパス化されていないファブリックデバイスを手動構成する方
法 .....................................................................................................  129
▼  マルチパス化されていない複数のファブリックデバイスを構成する
方法 ..................................................................................................  130

Oracle Solaris マルチパス化が有効にされているファブリックデバイスノード
の構成 .......................................................................................................  131

▼  マルチパス化された個々の FC デバイスを構成する方法 .................  132
▼  マルチパス化された複数のファブリックデバイスを構成する方
法 .....................................................................................................  134

ファブリックデバイスの構成の解除 ...........................................................  135
ファブリックデバイスの構成の解除 ...................................................  135

8 Oracle Solaris 11.3 での SAN デバイスとマルチパス化の管理 • 2016 年 11 月



目次

B  サポートされる FC-HBA API ........................................................................  143
サポートされるファイバチャネル HBA API ................................................  143

C  マルチパス化に関連する問題のトラブルシューティング .................................  145
stmsboot の実行中にシステムがブートに失敗する、またはクラッシュす
る .............................................................................................................  145

▼  シングルユーザーモードでブートの失敗から回復する方法 .............  145
▼  システムクラッシュから回復する方法 ...........................................  146

D  ディスクターゲットドライバのプロパティーのチューニング ..........................  149
ディスクドライバのチューニング可能なパラメータ ....................................  149
ディスクドライバをチューニングするための Name:Value ペア形式 ..............  150
ディスクドライバをチューニングするビットマスク形式 .............................  152

E  FC または FCoE モードでサポートされる HBA .............................................  157
FC または FCoE モードでサポートされる HBA ...........................................  157

索引 ..................................................................................................................  161

9



10 Oracle Solaris 11.3 での SAN デバイスとマルチパス化の管理 • 2016 年 11 月



このドキュメントの使用法

■ 概要 – Oracle Solaris オペレーティングシステムの Oracle Solaris I/O マルチパス化
機能の概要を紹介し、Oracle Solaris iSCSI イニシエータ、FCoE (Fibre Channel over
Ethernet) ポート、SAN (Storage Area Network) デバイス、および SAS (Serial Attached
SCSI) ドメインを構成する方法について説明します。

■ 対象者 – ファイバチャネル (FC) SAN および SAS ドメインを作成して保守するシス
テム管理者、ストレージ管理者、およびネットワーク管理者。

■ 必要な知識 - SAN および SAS ドメインを管理および保守するための専門知識。

製品ドキュメントライブラリ

この製品および関連製品のドキュメントとリソースは http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=E62101-01 で入手可能です。

フィードバック

このドキュメントに関するフィードバックを http://www.oracle.com/goto/
docfeedback からお聞かせください。

このドキュメントの使用法 11
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 1 ♦  ♦  ♦        第    1    章 

Oracle Solaris I/O マルチパス化の概要

この章では、Oracle Solaris I/O マルチパス化機能の概要について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

■ 13 ページの「Oracle Solaris I/O マルチパス化の概要」
■ 15 ページの「サポートされるストレージテクノロジ」
■ 17 ページの「サポートされるディスクストレージデバイス」
■ 18 ページの「サポートされるデバイス標準」

Oracle Solaris I/O マルチパス化の概要

Oracle Solaris I/O マルチパス化機能 (StorageTek Manager ソフトウェアとも呼ばれます)
によって、Oracle Solaris オペレーティングシステム (OS) を実行中のシステムについ
て、複数のアクセスパスが使用可能になります。Oracle Solaris I/O マルチパス化は、
デバイスとの通信およびデバイス管理についてのオープン標準に基づいており、標準
ベースのほかのデバイスおよびソフトウェアとの相互運用性を確保します。マルチパ
ス化により、マルチパス化された接続の使用を通じてストレージデバイスの高い可用
性が実現されます。Oracle Solaris I/O マルチパス化は、x86 ベースのプラットフォーム
ではデフォルトで有効になっています。Oracle Solaris OS を実行する SPARC ベースの
システムでは、ファイバチャネルデバイスのマルチパス化を有効または無効にするこ
とはオプションです。

Oracle Solaris I/O マルチパス化の機能

Oracle Solaris I/O マルチパス化には、次の機能があります。

■ パス管理 - Oracle Solaris I/O マルチパス化は、Oracle Solaris OS がサポートするスト
レージデバイスへのパスを動的に管理します。デバイスへのパスの追加または削除
は、パスがオンラインにされたり、サービスから削除されたりしたときに自動的に
実行されます。

第 1 章 Oracle Solaris I/O マルチパス化の概要 13
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■ フェイルオーバーサポート - 高いレベルの信頼性、可用性、および保守性 (RAS) を
実装するには、ストレージデバイスへの冗長ホスト接続が必要です。Oracle Solaris
I/O マルチパス化機能では、ストレージパスの障害を管理し、使用可能なセカンダ
リパスによってホスト I/O 接続を維持します。

■ 対称および非対称型デバイスサポート - Oracle Solaris I/O マルチパス化では、対称
および非対称型ディスクストレージデバイスがサポートされます。

■ I/O 負荷分散 – 単純なフェイルオーバーサポートの提供に加えて、Oracle Solaris マ
ルチパス化機能では、複数のホスト接続によって I/O をルーティングすることで、
I/O 負荷分散も提供します。

■ キューの深さ – SCSI ストレージアレイは、論理ユニット番号 (LUN) の形式でシス
テムにストレージを提供します。LUN では有限のリソースセットが使用可能で、
たとえば格納できるデータの量や、1 つのデバイスまたは LUN が一度に処理でき
るアクティブコマンドの数などがあります。デバイスが追加の I/O をブロックす
るまでに発行できるアクティブコマンドの数は、キューの深さとして知られてい
ます。Oracle Solaris I/O マルチパス化が有効になると、LUN がホストに対して持
つ個々または別個のパスの数に関係なく、LUN ごとに単一のキューが作成されま
す。

■ stmsboot コマンド – stmsboot コマンドでは、OS インストールが完了したあと、
ブートデバイス上の Oracle Solaris マルチパス化機能を有効または無効にできま
す。このコマンドは SPARC ベースおよび x86 ベースの両方のシステムで使用で
き、SAS マルチパス化のサポートを提供します。

注記 - SPARC ベースのシステムでは FC デバイスのマルチパス化をデフォルトで有
効にしないため、SPARC では、インストール後処理ステップとして stmsboot コ
マンドを使用する必要があります。

X86 ベースのシステムでは FC デバイスのマルチパス化をデフォルトで有効にする
ため、x86 では、インストール後処理ステップとしての stmsboot コマンドの使用
は必須ではありません。

■ デバイスドライバ構成 – ドライバのカスタマイズは、システムのアップグレード
時にドライバのカスタマイズが上書きされないように、/kernel/drv ディレクト
リではなく /etc/driver/drv ディレクトリで実行されます。/etc/driver/drv
ディレクトリ内のファイルは、アップグレード時に保持されます。fp.conf、mpt.
conf、または scsi_vhci.conf のファイルへの変更は、/etc/driver/drv ディレ
クトリ内で実行するようにしてください。

Oracle Solaris I/O マルチパス化の利点

■ Oracle Solaris I O マルチパス化を有効にすると、デバイス名を変更したりアプリ
ケーションを変更したりせずに、コントローラを追加することで帯域幅を増加した
り、信頼性、可用性および保守性 (RAS) を向上させたりできます。
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サポートされるストレージテクノロジ

■ Oracle ストレージ製品では、構成ファイルを管理したりデータベースを更新したり
することは不要です。Oracle 以外のベンダー製ストレージについては、サポートを
有効にする方法と、製品が Oracle Solaris I/O マルチパス化機能での実行に適してい
ることを確認する方法について、ベンダードキュメントを参照してください。

■ マルチパス化されたデバイスは、パスあたり 1 つのデバイスまたはデバイスリ
ンクとしてではなく、単一のデバイスインスタンスとして表示されます。Oracle
Solaris I/O マルチパス化機能は Oracle Solaris OS と完全に統合されているため、複
雑なストレージアーキテクチャーをユーティリティーで管理するコストを削減しま
す。format などのコマンドやボリューム管理製品では、パスごとに別々のデバイ
スではなく、1 つのストレージデバイス表現として表示します。

■ Oracle Solaris I/O マルチパス化のフェイルオーバーサポートにより、冗長ホスト接
続が必要な高いレベルの RAS の実装が可能になり、ストレージデバイスへのホス
ト I/O 接続が維持されます。

■ Oracle Solaris I/O マルチパス化では、ストレージデバイスへのアクティブパスを使
用して、I/O を送信および受信できます。複数のホスト接続を経由して I/O がルー
ティングされるため、ホストコントローラの追加によって帯域幅を増加できます。
ソフトウェアではラウンドロビン負荷分散アルゴリズムを使用することによって、
個々の I/O 要求は、一連のアクティブなホストコントローラに向けて交互に経路指
定されます。

■ Oracle Solaris I/O マルチパス化のキューの深さ機能によって、ディスクドライバは
LUN に対して 1 つのキューを維持し均衡させることができ、効果的にキューの深
さを管理できます。Oracle Solaris OS 用に利用できるほかのマルチパスソフトウェ
アには、この機能はありません。

■ Oracle Solaris I/O マルチパス化では、動的再構成 (DR) 操作をサポートします。

サポートされるストレージテクノロジ
Oracle Solaris I/O マルチパス化機能は、SAN または SAS ドメイン上のストレージデ
バイスを特定します。ソフトウェアによって、ファイバチャネルストレージデバイス
を、ループ、ファブリック、またはポイントツーポイントモードのいずれかで接続で
きます。このソフトウェアは、ファイバチャネル、iSCSI、および SAS ストレージデ
バイスを管理するための共通インタフェースを提供します。

ファイバチャネルの機能
Oracle Solaris I/O マルチパス化は、FC デバイスに次の主要機能を提供します。

■ 動的ストレージ発見 – このソフトウェアは、デバイスとデバイス構成に対して実
行された任意の変更を自動的に認識します。この機能により、リブートしたり構成
ファイルの情報を手動で変更したりすることなく、デバイスがシステムから使用可
能になります。
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サポートされるストレージテクノロジ

■ 持続的なデバイスネーミング - ソフトウェア内部で構成されたデバイスは、リブー
トや再構成を経過してもデバイスネーミングを維持します。この方針の唯一の例外
が /dev/rmt にあるテープデバイスで、これらは除去されるまで変更されず、後日
再生成されます。

■ ファイバチャネル調停ループ (FCAL) サポート – サーバー上で使用される
OpenBootPROM (OBP) コマンドは、FC ループをスキャンするに FCAL 接続された
ストレージにアクセスできます。

■ ファブリックブート – Oracle Solaris OS は、ファブリックデバイスとファブリック
以外のファイバチャネルデバイスからのブートをサポートします。ファイバチャネ
ルスイッチによるファブリックトポロジは、高い速度、多くの接続、およびポート
の遮断を実現します。

■ FC-HBA ライブラリ – このライブラリは、以前は Storage Networking Industry
Association ファイバチャネルホストバスアダプタ (SNIA FC-HBA) ライブラリと呼
ばれていました。FC-HBA ライブラリのアプリケーションプログラミングインタ
フェース (API) は、FC HBA の管理を可能にし、FC HBA の情報を収集するために
使用できるほかのアプリケーション (Oracle の StorEdge Enterprise StorageManager な
ど) 向けの標準ベースインタフェースを提供します。
一般的な FC-HBA API の詳細は、libhbaapi(3LIB) のマニュアルページを参照して
ください。

■ ファイバチャネルの仮想化 - N ポート ID 仮想化 (NPIV) はファイバチャネル規格
の拡張で、1 つのファイバチャネルポートによって SAN 上の多数のポートのシ
ミュレーションを行うことができます。この機能は Oracle VM Server for SPARC や
Oracle VM Server 3.0 for x86 ベースシステムなどの仮想化環境で役立ちます。

■ FCoE (Fibre Channel over Ethernet) – カプセル化されたファイバチャネルフレームを
拡張された Ethernet 上で転送する新しい T11 規格が使用できます。Oracle Solaris
FCoE は、通常の Ethernet コントローラと連動するように設計されたソフトウェア
実装です。

FC 仕様の詳細については、 http://www.t11.org を参照してください。

iSCSI の機能

iSCSI は Internet SCSI (Small Computer System Interface) の頭字語であり、データスト
レージサブシステムを結合するための、インターネットプロトコルベースのストレー
ジネットワーキング標準です。iSCSI プロトコルを使用すると、SCSI コマンドが IP
ネットワーク経由で転送されるため、ユーザーはあたかもブロックデバイスがローカ
ルシステムに接続されているかのようにネットワーク経由でブロックデバイスにアク
セスできます。

Oracle Solaris システムは、iSCSI サーバー (ターゲット) またはクライアント (イニシ
エータ) のいずれかとして動作できます。Oracle Solaris iSCSI ターゲットを設定する利
点は、追加の FC HBA を使用せずに既存のファイバチャネルデバイスを iSCSI クライ
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サポートされるディスクストレージデバイス

アントに接続できることです。また、専用のアレイを持つシステムが、複製されたス
トレージを ZFS または UFS ファイルシステムと共有することも可能になりました。

iSCSI ベースの ZFS ストレージブロックは、Cinder OpenStack サービスと統合できま
す。詳細は、『Oracle Solaris 11.3 での OpenStack のインストールと構成』を参照して
ください。

詳細については、第4章「Oracle Solaris iSCSI イニシエータの構成」を参照してくださ
い。

マルチパス化の準備において、ターゲットとイニシエータを構成する方法について
は、『Oracle Solaris 11.3 でのデバイスの管理』 の 第 8 章, 「COMSTAR を使用したス
トレージデバイスの構成」を参照してください。

Oracle ZFS Storage Appliance 上で Oracle Solaris ゾーンストレージを構成する方法の詳
細については、Oracle ZFS Storage Appliance 上でゾーンストレージを統合する方法の
記事を参照してください。

SAS ソフトウェア機能

Oracle Solaris I/O マルチパス化は、SAS ドメイン内で次の機能を提供します。

■ 動的ストレージ発見 – Oracle Solaris I/O マルチパス化機能は、デバイスとデバイス
構成に対して実行された変更を自動的に認識します。この機能により、リブートし
たり構成ファイルの情報を手動で変更したりすることなく、デバイスがシステムか
ら使用可能になります。

■ 永続的なデバイスネーミング - Oracle Solaris I/O マルチパス化機能内部で構成され
た動的ストレージ発見デバイスは、リブートや再構成後もデバイスネーミングを維
持します。

注記 - SAS マルチパス化は、Oracle Solaris OS では SPARC ベースまたは x86 ベースの
いずれのシステムについてもデフォルトで有効にされていないため、SAS ドメインで
マルチパス化を有効にするには、インストール後処理ステップとして stmsboot コマ
ンドを使用する必要があります。

SAS ドメインの詳細については、第7章「SAS デバイスの構成」を参照してください

サポートされるディスクストレージデバイス

Oracle Solaris I/O マルチパス化機能では、対称および非対称型の両方のディスクスト
レージデバイスがサポートされます。対称型ストレージデバイスは、ストレージデバ
イスへのすべてのパスがアクティブで、任意のパスを経由して I/O コマンドを発行で
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サポートされるデバイス標準

きるものです。非対称型ストレージデバイスは、ストレージデバイスへのパスのアク
セス状態が異なる可能性のあるストレージデバイスです。たとえば、アクティブな待
機パス、アクティブまたは最適化されたパス、およびアクティブまたは最適化されて
いないパスです。

Oracle Solaris I/O マルチパス化機能によって、次のディスクストレージデバイスがサ
ポートされています。

■ すべての Oracle ディスクストレージ製品で、対称型と非対称型の両方。
■ T10 および T11 規格に準拠したサードパーティー製のすべての対称型ディスクデバ

イス。
■ 多くのサードパーティー製の非対称型ディスクアレイ。
■ T10 非対称論理ユニットアクセス (ALUA) では、この T10 規格をサポートする非対

称デバイスがサポートされます。デバイスがサポートされるかどうかを確認するに
は、ベンダードキュメントを参照してください。

サポートされるデバイス標準

Oracle Solaris I/O マルチパス化は、デバイスとの通信とデバイス管理についてのオープ
ン標準に基づいており、標準ベースのほかのデバイスおよびソフトウェアとの相互運
用性を確保します。Oracle Solaris I/O マルチパス化によって、次の標準がサポートされ
ています。

■ ANSI 標準: Information Technology – SNIA Multipath Management API Specification
(ANSI INCITS 412-2006)

■ T10 標準、SCSI-3、SAM、FCP、SPC、および SBC を含む
■ T11.3 FC 標準、FC-PH、FC、FC-LS、および FC-GS を含む
■ T11.5 ストレージ管理標準、FC-HBA を含む
■ IETF 標準、RFC 2625 を含む
■ Serial Attached SCSI-2 (SAS2)
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 2 ♦  ♦  ♦        第    2    章 

Oracle Solaris I/O マルチパス化機能の構成

この章では、Oracle Solaris OS の Oracle Solaris I/O マルチパス化機能を構成する方法に
ついて説明します。また、SPARC ベースシステム、x86 ベースシステム、ポート単位
ベース、テープドライブ、およびサードパーティー製ストレージデバイス上でマルチ
パス化機能を有効または無効にする際の考慮事項についても説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

■ 19 ページの「マルチパス化の考慮事項」
■ 20 ページの「Oracle Solaris I O マルチパス化の有効化と無効化」
■ 25 ページの「ポート単位ベースでのマルチパス化の構成」
■ 28 ページの「テープドライブでのマルチパス化の構成」
■ 29 ページの「サードパーティー製ストレージデバイスの構成」
■ 31 ページの「自動フェイルバックの構成」

マルチパス化の考慮事項

マルチパス化構成を変更する前に、このセクションで説明されている要素を考慮して
ください。そのうえで、システムアーキテクチャー (SPARC または x86) についての指
示に従ってください。一部のデバイスは、マルチパスソフトウェアと一緒に動作する
ために正しく構成する必要があります。使用するデバイスについてのデバイス固有構
成に関する詳細は、ストレージアレイのドキュメントを参照してください。

■ デバイス固有およびデバイス名の変更の考慮事項。
/dev および /devices のツリーでは、マルチパス化されたデバイスは、それらが
マルチパス制御を受けることを示す新しい名前を受け取ります。
次の例は、マルチパスが無効なデバイス名を示します。

/dev/dsk/c1t1d0s0

次の例は、マルチパスが有効なデバイス名を示します。

/dev/dsk/c0t60003BA27D5170003E5D2A7A0007F3D2d0s0
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Oracle Solaris I O マルチパス化の有効化と無効化

デバイス名を直接使用するアプリケーションは、マルチパス構成を無効から有効
へ、あるいはその逆に変更したときは常に新しい名前を使用するように構成する必
要があります。

■ /etc/vfstab エントリおよびダンプ構成の更新。
システムの /etc/vfstab ファイルおよびダンプ構成には、デバイス名への
参照が含まれています。SPARC ベースおよび x86 ベースの両方のシステムで
は、stmsboot コマンドによって、/etc/vfstab ファイルダンプ構成は新しいデバ
イス名で自動的に更新されます。/etc/vfstab ファイルに一覧表示されないアプ
リケーション依存のファイルシステムが存在する場合、stmsboot コマンドを使用
して、古いデバイスパスと新しいデバイスパスのマッピングを判別できます。

注意 - devfsadm -C を実行したか、再構成ブートを実行した場合、古いデバイスパスは
存在せず、stmsboot -L コマンドでこの情報を提供できません。

Oracle Solaris I O マルチパス化の有効化と無効化

Oracle Solaris I/O マルチパス化の主要コンポーネントは、カーネルモジュール
scsi_vhci と少数の fops モジュールで、これらは /system/kernel パッケージで提
供されます。mpathadm ユーティリティーを提供する system/storage/multipath-
utilities パッケージもデフォルトでインストールされます。

stmsboot コマンドを使用して、ファイバチャネル (FC) および SAS デバイス用のマル
チパス化を有効または無効にできます。stmsboot コマンドは、次回リブート中にデ
バイス名の変更を反映するよう /etc/vfstab ファイルおよびダンプ構成を更新しま
す。fp.conf または mpt.conf ファイルを手動で編集する必要はありません。
stmsboot コマンドには、次の考慮事項が適用されます。

■ stmsboot  コマンドを実行したあと、すぐにリブートする必要があります。
■ stmsboot コマンドはシステムをリブートして操作を完了するため、eeprom を使

用して、システムが現在のブートデバイスからブートされるようにしてください。
■ stmsboot コマンドは、/kernel/drv/fp.conf、/kernel/drv/mpt.conf、お

よび /etc/vfstab ファイルを変更する前に、これらの元のコピーを保存しま
す。stmsboot コマンドの使用中に予期しない問題が発生した場合は、付録C マル
チパス化に関連する問題のトラブルシューティングを参照してください。

注記 - Oracle Solaris 10 以前のリリースでは、stmsboot コマンドは SPARC ベースのホ
ストのみについて、ブートデバイス上のマルチパス化を有効または無効にするために
使用されていました。Oracle Solaris 11 以降では、stmsboot コマンドを使用して、シ
リアル接続された SCSI デバイスと FC デバイス上のマルチパス化を有効または無効に
できます。
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マルチパス化を有効にする方法

マルチパス化を有効にする方法

この手順では、SPARC ベースまたは x86 ベースのシステム上のすべてのマルチパス対
応デバイスを有効にする方法について説明します。特定の FC または SAS HBA ポート
上でのみマルチパスを有効にする場合は、25 ページの「ポート単位ベースでのマ
ルチパス化の構成」を参照してください。

マルチパス化ソフトウェアは、Oracle のサポートされるデバイスを自動的に認識
します。サードパーティー製デバイスでマルチパスを有効にするには、/kernel/
drv/scsi_vhci.conf ファイルを /etc/driver/drv にコピーし、Multipathing
Considerationsの19 ページの「マルチパス化の考慮事項」に示すようにエントリを
追加します。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. マルチパス化ソフトウェアパッケージがインストールされていない場合は、インス
トールします。
# pkg install system/storage/multipath-utilities

パッケージがインストールされているどうかを確認するには、次のコマンドを発行し
ます。

# pkg info system/storage/multipath-utilities
          Name: system/storage/multipath-utilities
       Summary: Solaris Multipathing CLI
   Description: Path Administration Utility for a Solaris Multipathing device
      Category: Applications/System Utilities
         State: Installed
     Publisher: solaris
       Version: 0.5.11
 Build Release: 5.11
        Branch: 0.175.0.0.0.0.0
Packaging Date: Tue Sep 27 01:40:01 2011
          Size: 77.29 kB
          FMRI: pkg://solaris/system/storage/multipath-utilities@
0.5.11,5.11-0.175.0.0.0.0.0:20110927T014001Z

3. デバイスのマルチパス化を有効にします。
# stmsboot -e
WARNING: stmsboot operates on each supported multipath-capable controller
          detected in a host. In your system, these controllers are

 /devices/pci@780/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,0
 /devices/pci@780/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0,1/fp@0,0
 /devices/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@1
 /devices/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@1
 /devices/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2
 /devices/pci@7c0/pci@0/pci@9/LSILogic,sas@0
 /devices/pci@7c0/pci@0/pci@9/LSILogic,sas@0
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マルチパス化を無効にする方法

 If you do NOT wish to operate on these controllers, please quit stmsboot
 and re-invoke with -D { fp | mpt } to specify which controllers you wish
 to modify your multipathing configuration for.

 Do you wish to continue? [y/n] (default: y) y
 Checking mpxio status for driver fp
 Checking mpxio status for driver mpt
 WARNING: This operation will require a reboot.
 Do you want to continue ? [y/n] (default: y) y
 The changes will come into effect after rebooting the system.
 Reboot the system now ? [y/n] (default: y) y

リブート中に、デバイス名の変更を反映するように /etc/vfstab ファイルおよびダン
プ構成が更新されます。

4. 必要な場合、19 ページの「マルチパス化の考慮事項」で説明されているように、
新しいデバイス名を使用するようにアプリケーションを構成します。

マルチパス化を無効にする方法
この手順では、SPARC ベースまたは x86 ベースのシステム上のすべてのマルチパス対
応デバイスを無効にする方法について説明します。特定の FC または SAS HBA ポート
上でのみマルチパス化を無効にするには、25 ページの「ポート単位ベースでのマ
ルチパス化の構成」を参照してください。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. デバイスのマルチパス化を無効にします。
# stmsboot -d
WARNING: stmsboot operates on each supported multipath-capable controller
          detected in a host. In your system, these controllers are

 /devices/pci@780/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,0
 /devices/pci@780/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0,1/fp@0,0
 /devices/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@1
 /devices/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@1
 /devices/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2
 /devices/pci@7c0/pci@0/pci@9/LSILogic,sas@0
 /devices/pci@7c0/pci@0/pci@9/LSILogic,sas@0

 If you do NOT wish to operate on these controllers, please quit stmsboot
 and re-invoke with -D { fp | mpt } to specify which controllers you wish
 to modify your multipathing configuration for.

 Do you wish to continue? [y/n] (default: y) y
 Checking mpxio status for driver fp
 Checking mpxio status for driver mpt
 WARNING: This operation will require a reboot.
 Do you want to continue ? [y/n] (default: y) y
 The changes will come into effect after rebooting the system.
 Reboot the system now ? [y/n] (default: y) y
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特定のデバイスでマルチパス化を無効にする方法

リブート中に、デバイス名の変更を反映するように /etc/vfstab およびダンプ構成が
更新されます。

3. 必要な場合、19 ページの「マルチパス化の考慮事項」で説明されているように、
新しいデバイス名を使用するようにアプリケーションを構成します。

特定のデバイスでマルチパス化を無効にする方法
マルチパス化は、特定のベンダー ID および製品 ID の組み合わせを持つ特定のデバ
イスについて無効にできます。この除外は scsi_vhci.conf  ファイルで指定されま
す。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. /kernel/drv/scsi_vhci.conf ファイルを /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf ファ
イルにコピーします。

3. ベンダー ID および製品 ID エントリを /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf ファイル
に追加します。
ベンダー ID および製品 ID は、デバイスが SCSI INQUIRY データで返すベンダーおよ
び製品の識別文字列です。ベンダー ID は長さが 8 文字である必要があります。末尾
の文字がスペースであっても 8 つすべての文字を指定する必要があります。製品 ID
は 16 文字までの長さが可能です。
scsi-vhci-failover-override =
    "VendorID1ProductID1", "NONE",
    "VendorID2ProductID2", "NONE",
    ...
    "VendorIDnProductIDn", "NONE";

前の例にあるエントリはカンマ (,) で区切られ、最後のベンダー/製品エントリはセミ
コロン (;) で終了します。たとえば、ACME というベンダーから製品 ID が MSU のデ
バイスを追加し、XYZ というベンダーから製品 ID が ABC のデバイスを追加する場
合、/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf ファイルに次の行を追加します。
scsi-vhci-failover-override =
    "ACME    MSU", "NONE",
    "XYZ     ABC", "NONE";

ターゲットディスクドライバのプロパティーのチューニングの詳細は、付録D ディス
クターゲットドライバのプロパティーのチューニングを参照してください。

4. scsi_vhci.conf ファイルを保存して終了します。

5. リブートおよび構成プロセスを開始します。
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特定のデバイスでマルチパス化を無効にする方法

# stmsboot -u

リブートを確認するメッセージが表示されます。リブート中に、デバイス名の変更を
反映するように /etc/vfstab ファイルおよびダンプ構成が更新されます。

6. 必要な場合、20 ページの「Oracle Solaris I O マルチパス化の有効化と無効化」で
説明されているように、デバイス名の更新を実行します。

デバイス名の変更の表示
stmsboot コマンドでマルチパス構成に変更が加えられたあと、マルチパス化されて
いないデバイス名とマルチパス化されたデバイス名の間のマッピングを表示できま
す。マッピングを表示するには、マルチパス化されていないデバイス名とマルチパス
化されたデバイス名の両方が存在する必要があります。

-L オプションを使用すると、すべてのコントローラ上のデバイスのマッピングが表示
されます。例:
# stmsboot -L
non-STMS device name                    STMS device name
----------------------------------------------------------------
/dev/rdsk/c2t8d0     /dev/rdsk/c10t500000E01046DEE0d0
/dev/rdsk/c2t0d0     /dev/rdsk/c10t500000E01046B070d0
/dev/rdsk/c2t3d0     /dev/rdsk/c10t20000020372A40AFd0
/dev/rdsk/c2t12d0    /dev/rdsk/c10t500000E01046DEF0d0
/dev/rdsk/c2t11d0    /dev/rdsk/c10t500000E01046E390d0
/dev/rdsk/c3t8d0     /dev/rdsk/c10t500000E01046DEE0d0
/dev/rdsk/c3t0d0     /dev/rdsk/c10t500000E01046B070d0
/dev/rdsk/c3t3d0     /dev/rdsk/c10t20000020372A40AFd0
/dev/rdsk/c3t12d0    /dev/rdsk/c10t500000E01046DEF0d0
/dev/rdsk/c3t11d0    /dev/rdsk/c10t500000E01046E390d0

-l オプションを使用すると、指定されたコントローラについてのデバイスのマッピン
グのみが表示されます。次の例は、コントローラ 3 のマッピングを表示します。
# stmsboot -l3
non-STMS device name                    STMS device name
----------------------------------------------------------------
/dev/rdsk/c3t8d0    /dev/rdsk/c10t500000E01046DEE0d0
/dev/rdsk/c3t0d0    /dev/rdsk/c10t500000E01046B070d0
/dev/rdsk/c3t3d0    /dev/rdsk/c10t20000020372A40AFd0
/dev/rdsk/c3t12d0    /dev/rdsk/c10t500000E01046DEF0d0
/dev/rdsk/c3t11d0    /dev/rdsk/c10t500000E01046E390d0

マルチパス化が有効かどうかを確認する方法
マルチパス化が有効かどうかを確認するには、次のコマンドを管理者として発行しま
す。

次の例では、マルチパス化されたデバイス情報がコマンドで返されないため、マルチ
パス化はこのシステムで無効であることを示します。
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ポート単位ベースでのマルチパス化の構成

# prtconf -vc /devices/scsi_vhci |grep dev_link.*s2

次の例では、マルチパス化されたデバイス情報がコマンドで返されるため、マルチパ
ス化はこのシステムで有効であることを示します。

# prtconf -vc /devices/scsi_vhci |grep dev_link.*s2 
     dev_link=/dev/dsk/c0t5000C500335DC60Fd0s2
     dev_link=/dev/rdsk/c0t5000C500335DC60Fd0s2
     dev_link=/dev/dsk/c0t5000C500335E106Bd0s2
     dev_link=/dev/rdsk/c0t5000C500335E106Bd0s2
     dev_link=/dev/dsk/c0t5000C500335BA8C3d0s2
     dev_link=/dev/rdsk/c0t5000C500335BA8C3d0s2
     dev_link=/dev/dsk/c0t5000C500335FC3E7d0s2
     dev_link=/dev/rdsk/c0t5000C500335FC3E7d0s2
     dev_link=/dev/dsk/c0t50015179594B6F11d0s2
     dev_link=/dev/rdsk/c0t50015179594B6F11d0s2
     dev_link=/dev/dsk/c0t5000C500335F95E3d0s2
     dev_link=/dev/rdsk/c0t5000C500335F95E3d0s2
     dev_link=/dev/dsk/c0t5000C500335F907Fd0s2
     dev_link=/dev/rdsk/c0t5000C500335F907Fd0s2
     dev_link=/dev/dsk/c0t5000C500335BD117d0s2
     dev_link=/dev/rdsk/c0t5000C500335BD117d0s2

LUN に対して MPxIO が有効になっていることを確認するには、format コマンドを使
用して、その LUN の論理パス内に /scsi_vhci ディレクトリがあることをチェックで
きます。

# format
c6t60060E800561CF00000061CF00000002d0 
        /scsi_vhci/ssd@g60060e800561cf00000061cf00000002

構成ファイル内の mpxio のステータスをチェックして、MPxIO が無効になっているか
どうかを確認することもできます。

# egrep "^mpxio-disable=" /etc/driver/drv/*.conf
/etc/driver/drv/fp.conf:mpxio-disable="no";

ポート単位ベースでのマルチパス化の構成

マルチパス化は、ファイバチャネルホストバスアダプタ (HBA) コントローラの特定の
ポートで有効または無効にできます。特定の HBA コントローラポートのマルチパス
化を有効にした場合、そのコントローラポートに接続されているサポートされるすべ
てのデバイスは、マルチパス操作用に有効化されます。

ポート構成の考慮事項

ソフトウェアをポート別に構成することを開始する前に、次の要因を検討してくださ
い。
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ポート別のマルチパス化の構成方法

■ FC のグローバル設定とポート単位のマルチパス設定は、/kernel/drv/fp.conf
ファイルで指定されます。
ポート単位のマルチパス設定は、グローバル設定よりも優先されます。したがっ
て、グローバルなマルチパスが有効でも、特定のポートのマルチパスが無効な場
合、そのポートはマルチパス化構成で使用できないことを意味します。逆に、グ
ローバルなマルチパスが無効であっても、特定のポートが適切な driver.conf
ファイル内で一覧表示されている場合は、そのポートのマルチパス化が有効になる
ことがあります。

■ 負荷分散は、/kernel/drv/scsi_vhci.conf ファイル内のグローバル負荷分散プ
ロパティーによって制御され、ポート単位ベースでは制御されません。

■ デバイスがホストに対して複数のパスを持つ場合、デバイスへのすべてのパスで、
マルチパス化を有効または無効に構成する必要があります。

■ ポート別にマルチパス化を構成することによって、このマルチパスソフトウェア
は、Symantec (VERITAS) Dynamic Multipathing (DMP) や EMC PowerPath などのほ
かのマルチパスソリューションと共存できます。ただし、このマルチパスソフト
ウェアと別のマルチパス化ソリューションの間でデバイスおよびパスを共有しない
でください。

ポート別のマルチパス化の構成方法

この手順では、ポート別のマルチパス化の構成方法について説明します。SPARC ベー
スのシステムと x86 ベースのシステムの両方に適用されます。

マルチパスソフトウェアで制御するポートの数に応じて、マルチパス化を大域的に有
効または無効にしたり、指定されたポートについて有効または無効にしたりできま
す。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. マルチパスソフトウェアで制御する HBA コントローラポートを決定します。
使用可能なデバイスを一覧表示するには、/dev/cfg ディレクトリで  ls -l コマンド
を実行します。次の例は、サンプルの ls -l コマンド出力を示しています。

# ls -l
lrwxrwxrwx  1 root  root  50 Jan 29 21:33 c0 -> 
     ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/ide@8:scsi
lrwxrwxrwx  1 root  root  61 Jan 29 21:33 c1 ->
     ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@1:scsi
lrwxrwxrwx  1 root  root  61 Jan 29 21:33 c2 -> 
     ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2:scsi
lrwxrwxrwx  1 root  root  53 Jan 29 21:33 c3 -> 
     ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@9/LSILogic,sas@0:scsi
lrwxrwxrwx  1 root  root  54 Apr 16 20:28 c5 ->
     ../../devices/pci@780/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,0:fc
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ポート別のマルチパス化の構成方法

lrwxrwxrwx  1 root  root  56 Apr 16 20:28 c6 -> 
     ../../devices/pci@780/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0,1/fp@0,0:fc

注記 - コントローラ c5 および c6 は、デュアルポート FC HBA のポート A と B です。
コントローラ c1 および c3 は、単一ポートの SAS HBA ポートです。コントローラ c2
は、Oracle の Sun Fire T2000 サーバーの内部 SAS コントローラです。

マルチパス化を明示的に有効または無効にする 1 つまたは複数のポートを決定しま
す。

3. /kernel/drv/fp.conf ファイルを /etc/driver/drv/fp.conf ファイルにコピーしま
す。

4. 特定の FC HBA ポートを有効または無効にします。

■ FC HBA ポートを有効にするには、次の行を /etc/driver/drv/fp.conf ファイル
に追加します。

name="fp" parent="parent-name" port=port-number mpxio-disable="no";

ここで、parent-name はポートデバイス名、port-number は FC HBA ポート番号で
す。
たとえば、次のエントリでは、指定された 2 つのポートを除くすべての FC HBA
コントローラポートのマルチパス化が無効になります。

mpxio-disable="yes";

name="fp" parent="/pci@6,2000/SUNW,qlc@2" port=0 mpxio-disable="no";

name="fp" parent="/pci@13,2000/pci@2/SUNW,qlc@5" port=0 mpxio-disable="no";

■ FC HBA ポートを無効にするには、次の行を /etc/driver/drv/fp.conf ファイル
に追加します。

name="fp" parent="parent-name" port=port-number mpxio-disable="yes";

例:

name="fp" parent="/pci@6,2000/SUNW,qlc@2" port=0 mpxio-disable="yes";

5. リブートおよび構成プロセスを開始します。

# stmsboot -u

リブートを確認するメッセージが表示されます。リブート中に、デバイス名の変更を
反映するように /etc/vfstab ファイルおよびダンプデバイス構成が更新されます。

6. 必要な場合、19 ページの「マルチパス化の考慮事項」で説明されているように、
新しいデバイス名を使用するようにアプリケーションを構成します。
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テープドライブでのマルチパス化の構成

テープドライブでのマルチパス化の構成

テープ I/O マルチパス化は、SPARC ベースおよび x86 ベースのシステムの両方でデ
フォルトで無効になっています。I/O の送信に使用されるパスは 1 つしかないため、
テープ I/O マルチパス化では、負荷分散を意図的にサポートしていません。

テープ I/O マルチパス化を使用する場合は、テープデバイスが Oracle Solaris I/O マル
チパス化によってサポートされているかどうかを確認してください。次のいずれかの
条件に該当する場合、ドライブは scsi_vhci の下に列挙され、sg_inq コマンドを使
用してドライブの照会データを取得します。

■ ドライブの照会データには、ターゲットポートグループサポート (TPGS) ビットが
設定されています。

■ ドライブの照会データには、マルチポート (MultiP) ビットが設定されています。
■ 特定の fops プラグインの内部 VID と PID の表には、ドライブの照会ベンダー ID

(VID) と製品 ID (PID) が一覧表示されます。
次の手順を使用して、内部 VID と PID の表を取得できます。

1. scsi_vhci.conf ファイルの scsi_vhci_f_tape を有効にします。詳細
は、29 ページの「テープドライブでマルチパス化を構成する方法」を参照
してください。

2. システムをリブートします。
3. 内部ベンダーと製品情報を確認します。

# mpathadm show mpath-support libmpscsi_vhci.so | ggrep -B 1 SAMPLE

Vendor:  EXAMPLE.Inc      

Product:  SAMPLE-4A3

--

Vendor:  EXAMPLE.Inc     

Product:  SAMPLE-4DT

■ ユーザーは VID と PID のペアを scsi_vhci.conf ファイルに追加し、システムに
認識される fops プラグインを指定します。例:

scsi-vhci-failover-override = 

    "VENDOR1 ProductA", "f_tape";

scsi-vhci-failover-override プロパティーを設定する方法の詳細について
は、30 ページの「サードパーティー製デバイスを追加する方法」を参照してく
ださい。

次の手順では、テープドライブでマルチパス化を有効または無効にする方法について
説明します。この手順は、Oracle Solaris 11 OS 以降の SPARC ベースのシステムおよび
x86 ベースのシステムの両方に適用されます。
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テープドライブでマルチパス化を構成する方法

テープドライブでマルチパス化を構成する方法
1. 管理者になります。

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. /kernel/drv/scsi_vhci.conf ファイルを /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf にコ
ピーします。

3. /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf ファイルを編集して、マルチパス化を構成しま
す。

■ ドライブの照会データに TPGS ビットが設定されている場合は、次の行のコメント
を解除します。

# "misc/scsi_vhci/scsi_vhci_f_tpgs_tape",

■ ドライブの照会データに MultiP ビットが設定されている場合は、次の行のコメン
トを解除します。

# "misc/scsi_vhci/scsi_vhci_f_tape",

注記 - Oracle Solaris 11 以降、構成ファイルは /kernel/drv および /etc/driver/drv
の両方から読み取られ、マージされます。詳細は、/kernel/drv/README.driver
ファイルを参照してください。

/etc/driver/drv/ ディレクトリの構成ファイルには、カスタマイズされた構成が含
まれている必要があります。

/dev/rmt の既存のデバイスノードは、リブート後に存在しなくなるデバイスを指す
ため、テープのマルチパス化を有効にすると無効になります。

テープ I/O マルチパス化では、テープデバイスへのパスが複数ある場合でも、一度に
1 つのパスのみを I/O に使用します。残りのパスは、自動フェイルオーバーに使用さ
れます。

サードパーティー製ストレージデバイスの構成

サードパーティー製のデバイスを構成する前に、それらがサポートされていることを
確認してください。サードパーティーのユーザードキュメントを参照するか、サード
パーティーベンダーに問い合わせて、デバイスがマルチパスソフトウェアと一緒に動
作するために必要な正しいベンダー ID、製品 ID、モードおよび各種設定の情報を調
べてください。
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サードパーティー製デバイスを追加する方法

サードパーティー製デバイスの構成の考慮事項

サードパーティー製デバイスのマルチパス化を構成する前に、次の要因を考慮してく
ださい。

■ デバイスは REPORT_LUNS SCSI コマンド、および SCSI-3 INQUIRY コマンド VPD
Device Identification Page (0x83) をサポートする必要があります。

■ デバイスのベンダー ID (VID) および製品 ID (PID) を把握している必要がありま
す。これらは format コマンドの後にシステムの INQUIRY オプションを付けて使
用することで取得できます。詳細は、format(1M) のマニュアルページを参照して
ください。

マルチパス化が有効な場合、マルチパスアクセスは、デバイスを受け入れるデバイス
固有の scsi_vhci フェイルオーバー実装に依存します。デフォルトは、scsi_vhci
コードが各フェイルオーバー実装のプローブ関数を自動的に呼び出し、デバイスがサ
ポートされていることを示す最初のプローブ結果を見つけることです。

プローブ実装は、scsi_inquiry(9S) データの組み合わせに基づいてサポートを判定し
ます。T10 TPGS (Target-Port-Group-Support) 準拠を示す INQUIRY データを持つデバイ
スは、標準ベースの TPGS フェイルオーバー実装を使用します。非準拠デバイスの場
合、フェイルオーバー実装のプローブは通常、VID/PID を専用のコンパイル済みテー
ブルと照合して、サポートを判定します。

プローブプロセスをオーバーライドするために、scsi_vhci.conf  ファイルは scsi-
vhci-failover-override プロパティーをサポートします。scsi-vhci-failover-
override の値は、プローブによって現在受け入れられていないデバイスのサポート
を確立したり、プローブサポートをオーバーライドしたり、またはデバイスのマルチ
パスサポートを無効にしたりするために使用できます。

サードパーティー製デバイスを追加する方法

マルチパス化は、サードパーティー製の対称型ストレージデバイスで構成できます。
対称型ストレージデバイスは、ストレージデバイスへのすべてのパスがアクティブ
で、任意のパスを経由して I/O コマンドを発行できるものです。

この手順では、システムのマルチパス化がすでに有効になっている場合に、サード
パーティー製デバイスを構成する方法について説明します。システムのマルチパス化
が無効になっている場合は、21 ページの「マルチパス化を有効にする方法」を参
照してください。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。
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自動フェイルバックの構成

2. /kernel/drv/scsi_vhci.conf ファイルを /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf ファ
イルにコピーします。

3. ベンダー ID および製品 ID エントリを /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf ファイル
に追加します。
ベンダー ID および製品 ID は、デバイスが SCSI INQUIRY データで返すベンダーおよ
び製品の識別文字列です。ベンダー ID は長さが 8 文字である必要があります。末尾
の文字がスペースであっても 8 つすべての文字を指定する必要があります。

製品 ID は 16 文字までの長さが可能です。
scsi-vhci-failover-override =
    "VendorID1ProductID1", "f_sym",
    "VendorID2ProductID2", "f_sym",
    ...
    "VendorIDnProductIDn", "f_sym";

注記 - エントリはカンマ (,) で区切られ、最後のベンダー/製品エントリはセミコロン (;)
で終了します。

たとえば、ACME というベンダーから製品 ID が MSU のデバイスを追加し、XYZ と
いうベンダーから製品 ID が ABC のデバイスを追加する場合、/etc/driver/drv/
scsi_vhci.conf ファイルに次の行を追加します。
scsi-vhci-failover-override =
    "ACME    MSU", "f_sym",
    "XYZ     ABC", "f_sym";

ターゲットディスクドライバのプロパティーのチューニングの詳細は、付録D ディス
クターゲットドライバのプロパティーのチューニングを参照してください。

4. /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf ファイルを保存して終了します。

5. リブートおよび構成プロセスを開始します。
# stmsboot -u

リブートを確認するメッセージが表示されます。リブート中に、デバイス名の変更を
反映するように /etc/vfstab ファイルおよびダンプ構成が更新されます。

6. 必要な場合、20 ページの「Oracle Solaris I O マルチパス化の有効化と無効化」で
説明されているように、デバイス名の更新を実行します。

自動フェイルバックの構成

一部のストレージデバイスでは、アレイ構成の一部として、コントローラがプライマ
リおよびセカンダリとして構成されています。セカンダリパスはプライマリパスより
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自動フェイルバックの構成方法

も低いパフォーマンスレベルで動作することがあります。マルチパス化ソフトウェア
はプライマリパスを使用してストレージデバイスと接続し、セカンダリパスをスタン
バイに維持します。

プライマリパスが故障した場合、マルチパスソフトウェアはすべての I/O トラフィッ
クをセカンダリパスに自動的に送信し、プライマリパスをオフラインにします。この
プロセスは「フェイルオーバー」処理と呼ばれます。プライマリパスに関連した故障
が修復すると、マルチパスソフトウェアはすべての I/O トラフィックをプライマリパ
スに自動的に送信し、セカンダリパスを以前のようにスタンバイに維持します。この
プロセスはフェイルバック処理と呼ばれます。

自動フェイルバック処理を無効にして、マルチパスソフトウェアがプライマリパスに
自動的にフェイルバックしないようにできます。プライマリパスに関連した故障が修
復したあと、luxadm コマンドを使用して手動フェイルバック処理を実行できます。詳
細は、luxadm(1M) のマニュアルページを参照してください。

自動フェイルバックの構成方法
1. 管理者になります。

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. /kernel/drv/scsi_vhci.conf ファイルを /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf ファ
イルにコピーします。

3. /kerneldrv/scsi_vhci.conf ファイル内で、auto-failback エントリを変更して自
動フェイルバック機能を有効または無効にします。
auto-failback="enable";

または
auto-failback="disable";

4. ファイルを保存して終了します。

5. システムをリブートします。
# shutdown -g0 -y -i6

マルチパス化サポートのための自動フェイルバックの構成
対称型デバイスでは、使用可能な最適パスへの自動フェイルバックが可能です。最初
のパスでフェイルオーバーが発生した場合、待機パスは新しいオンラインパスにな
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特定のマルチパス化サポートのための自動フェイルバックを構成する方法

ります。通常、待機パスは準最適なパスです。自動フェイルバックが有効な場合、最
初のパスがオンラインに戻り、最初のパスへのフェイルオーバーが自動的に発生しま
す。

特定のマルチパス化サポートのための自動フェイル
バックを構成する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. サポートされるマルチパスドライバ情報を表示します。

# mpathadm list mpath-support
mpath-support: libmpscsi_vhci.so

3. サポートされるマルチパスドライバの自動フェイルバックサポートを有効にします。

# mpathadm modify mpath-support -a on libmpscsi_vhci.so
 

4. 構成の変更を確認します。

# mpathadm show mpath-support libmpscsi_vhci.so
mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        Vendor:  Sun Microsystems
        Driver Name:  scsi_vhci
        Default Load Balance:  round-robin
        Supported Load Balance Types:  
                round-robin
                logical-block
        Allows To Activate Target Port Group Access:  yes
        Allows Path Override:  no
        Supported Auto Failback Config:  1
        Auto Failback:  on
        Failback Polling Rate (current/max):  0/0
        Supported Auto Probing Config:  0
        Auto Probing:  NA
        Probing Polling Rate (current/max):  NA/NA
        Supported Devices:
                Vendor:  SUN     
                Product:  T300            
                Revision:  
                Supported Load Balance Types:
                        round-robin

                Vendor:  SUN     
                Product:  T4              
                Revision:  
                Supported Load Balance Types:
                        round-robin
.
.
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論理ユニットをフェイルオーバーする方法

.

注記 - mpathadm modify コマンド設定によって開始された自動表示は、システムが実
行している間有効です。ただし、変更された設定を持続させるには、/etc/driver/
drv/scsi_vhci.conf ファイルを更新する必要があります。31 ページの「自動
フェイルバックの構成」を参照してください。

論理ユニットをフェイルオーバーする方法

この操作は、次の 2 つのカテゴリのデバイスにのみ適用されます。

■ マルチパス化サポートによって認識およびサポートされる、専有のフェイルオー
バーメカニズムを持つ非対称型デバイス

■ T10 標準ターゲットポートグループサポート libmpscsi_vhci.so に準拠し、明示
的な非対称型論理ユニット (LU) アクセスのモードを提供するデバイス

1. フェイルオーバーのサポートを判別します。
# mpathadm show mpath-support libmpscsi_vhci.so
mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        Vendor:  Sun Microsystems
        Driver Name:  scsi_vhci
        Default Load Balance:  round-robin
        Supported Load Balance Types:  
                round-robin
                logical-block
        Allows To Activate Target Port Group Access:  yes
        Allows Path Override:  no
        Supported Auto Failback Config:  1
        Auto Failback:  on
        Failback Polling Rate (current/max):  0/0
        Supported Auto Probing Config:  0
        Auto Probing:  NA
        Probing Polling Rate (current/max):  NA/NA
        Supported Devices:
.
.
.

2. マルチパス化された LU のリストを表示します。
# mpathadm list lu
        /dev/rdsk/c0t600144F08069703400004E828EE10004d0s2
                Total Path Count: 8
                Operational Path Count: 8
        /dev/rdsk/c0t600144F08069703400004E8183DF0002d0s2
                Total Path Count: 8
                Operational Path Count: 8
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4994E2342D4d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF54E234013d0s2
                Total Path Count: 4
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                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
.
.
.

3. 特定の LU の構成情報を表示します。
# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
        mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        Vendor:  SUN     
        Product:  CSM200_R        
        Revision:  0660
        Name Type:  unknown type
        Name:  600a0b800026d63a0000a4984e234298
        Asymmetric:  yes
        Current Load Balance:  round-robin
        Logical Unit Group ID:  NA
        Auto Failback:  on
        Auto Probing:  NA

        Paths:  
                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63c
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63c
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

        Target Port Groups:  
                ID:  5
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  active
                Target Ports:
                        Name:  200800a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200800a0b826d63c
                        Relative ID:  0

                ID:  15
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  standby
                Target Ports:
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                        Name:  200900a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200900a0b826d63c
                        Relative ID:  0

4. LU フェイルオーバーを手動で強制実行します。
# mpathadm failover lu /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2

この操作に成功した場合、デバイスのターゲットポートグループのアクセス状態は、
論理ユニットのフェイルオーバーの結果、変更されます。

5. アクセス状態の変更を確認します。
# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
        mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        Vendor:  SUN     
        Product:  CSM200_R        
        Revision:  0660
        Name Type:  unknown type
        Name:  600a0b800026d63a0000a4984e234298
        Asymmetric:  yes
        Current Load Balance:  round-robin
        Logical Unit Group ID:  NA
        Auto Failback:  on
        Auto Probing:  NA

        Paths:  
                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63c
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63c
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

        Target Port Groups:  
                ID:  5
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  standby
                Target Ports:
                        Name:  200800a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200800a0b826d63c
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                        Relative ID:  0

                ID:  15
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  active
                Target Ports:
                        Name:  200900a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200900a0b826d63c
                        Relative ID:  0

LU パスを有効にする方法

LU へのパスが無効な場合、enable コマンドによってパスは元の有効な状態に変更さ
れます。イニシエータポート名、ターゲットポート名、および LU を使用して、完全
なパスを指定する必要があります。変更を確認するには、論理ユニットに対して show
コマンドを実行します。

1. マルチパス化された LU のリストを表示します。
# mpathadm list lu
        /dev/rdsk/c0t600144F08069703400004E828EE10004d0s2
                Total Path Count: 8
                Operational Path Count: 8
        /dev/rdsk/c0t600144F08069703400004E8183DF0002d0s2
                Total Path Count: 8
                Operational Path Count: 8
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4994E2342D4d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF54E234013d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF44E233FCFd0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
.
.
.

2. 選択された LU の構成情報を表示します。
# mpathadm show lu 
Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
        mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        Vendor:  SUN     
        Product:  CSM200_R        
        Revision:  0660
        Name Type:  unknown type
        Name:  600a0b800026d63a0000a4984e234298
        Asymmetric:  yes
        Current Load Balance:  round-robin
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        Logical Unit Group ID:  NA
        Auto Failback:  on
        Auto Probing:  NA

        Paths:  
                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63c
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63c
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

        Target Port Groups:  
                ID:  5
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  standby
                Target Ports:
                        Name:  200800a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200800a0b826d63c
                        Relative ID:  0

                ID:  15
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  active
                Target Ports:
                        Name:  200900a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200900a0b826d63c
                        Relative ID:  0

3. LU パスを有効にします。
# mpathadm enable path -i 210000e08b841feb -t 200900a0b826d63b \ 
           -l /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2

LU パスを無効にする方法

この操作は、その操作状態に関係なく、LU パスを無効にします。
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注記 - 無効な状態は、リブートの前後で持続しません。次回のブート手順の前にパス
が動作中であった場合、パスはデフォルトで有効にされます。指定されたパスが、
残っている最後の動作中のパスであるとき、この操作は許可されません。

1. マルチパス化された LU のリストを表示します。

# mpathadm list lu
        /dev/rdsk/c0t600144F08069703400004E828EE10004d0s2
                Total Path Count: 8
                Operational Path Count: 8
        /dev/rdsk/c0t600144F08069703400004E8183DF0002d0s2
                Total Path Count: 8
                Operational Path Count: 8
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4994E2342D4d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF54E234013d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF44E233FCFd0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
.
.
.

注記 - システムが Oracle Solaris OS にインストールされ、Oracle Solaris I/O マルチパス
化が有効にされたあと、マルチパス化されたデバイスの名前は c0 で始まります。例:

# mpathadm list lu
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4994E2342D4d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF54E234013d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF44E233FCFd0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4974E23424Ed0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF34E233F89d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4964E234212d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A000099B94DE2DB34d0s2
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LU パスを無効にする方法

2. 特定の LU の構成情報を表示します。

# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF34E233F89d0s2
Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF34E233F89d0s2
        mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        Vendor:  SUN     
        Product:  CSM200_R        
        Revision:  0660
        Name Type:  unknown type
        Name:  600a0b800029065c00007cf34e233f89
        Asymmetric:  yes
        Current Load Balance:  round-robin
        Logical Unit Group ID:  NA
        Auto Failback:  on
        Auto Probing:  NA

        Paths:  
                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63c
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63c
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

        Target Port Groups:  
                ID:  8
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  standby
                Target Ports:
                        Name:  200800a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200800a0b826d63c
                        Relative ID:  0

                ID:  18
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  active
                Target Ports:
                        Name:  200900a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200900a0b826d63c
                        Relative ID:  0

3. イニシエータポートおよびターゲットポートの名前を選択します。
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マルチパス化情報の表示

4. 選択された LU パスを無効にします。
# mpathadm disable path -i 210000e08b841feb -t 200900a0b826d63b \
           -l /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF34E233F89d0s2

マルチパス化情報の表示

Oracle Solaris OS マルチパス化サポートは、mpathadm コマンドを使用して判別および
構成し、これにより、ANSI 標準マルチパス管理 API を介したマルチパス化管理が可
能になります。パス、イニシエータポート、ターゲットポート、および LU を表すた
めにこの章で使用される用語は、T10 仕様と一貫性があります。

このセクションでは、マルチパス化デバイスを管理するための次のタスクについて説
明します。

■ 41 ページの「マルチパス化サポート情報の表示」
■ 32 ページの「マルチパス化サポートのための自動フェイルバックの構成」

マルチパス化サポート情報の表示

mpathadm コマンドを使用して、マルチパス化サポート情報を表示し、マルチパス化
の発見を管理することもできます。マルチパス化サポートおよびプロパティー情報
は、マルチパス管理 API プラグインライブラリ名で識別され、これは mpathadm コマ
ンドを使用して表示されます。

マルチパス化サポート情報を表示する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. システムのマルチパス化サポートを識別します。
# mpathadm list mpath-support
mpath-support: libmpscsi_vhci.so

3. 指定された mpath サポート名についてのマルチパス化サポートプロパティーを表示し
ます。
# mpathadm show mpath-support libmpscsi_vhci.so
mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        Vendor:  Sun Microsystems
        Driver Name:  scsi_vhci
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特定のイニシエータポートのプロパティーを表示する方法

        Default Load Balance:  round-robin
        Supported Load Balance Types:  
                round-robin
                logical-block
        Allows To Activate Target Port Group Access:  yes
        Allows Path Override:  no
        Supported Auto Failback Config:  yes
        Auto Failback:  on
        Failback Polling Rate (current/max):  0/0
        Supported Auto Probing Config:  0
        Auto Probing:  NA
        Probing Polling Rate (current/max):  NA/NA
        Supported Devices:
                Vendor:  SUN     
                Product:  T300            
                Revision:  
                Supported Load Balance Types:
                        round-robin

                Vendor:  SUN     
                Product:  T4              
                Revision:  
                Supported Load Balance Types:
                        round-robin
.
.
.

コマンド出力では、マルチパス化サポートソフトウェアによってサポートされるデバ
イス製品のリストも表示されます。マルチパス化サポート libmpscsi_vhci.so ライ
ブラリファイルは、T10 ターゲットポートグループに準拠したデバイスをデフォルト
でサポートします。

4. (オプション) マルチパス化されたデバイスのパス情報を表示します。
# prtconf -v | grep path | more
Paths from multipath bus adapters:
    name='path-class' type=string items=1
    name='path-class' type=string items=1
    name='path-class' type=string items=1
    name='path-class' type=string items=1
        dev_path=/scsi_vhci/disk@g600a0b800026d63a0000a4994e2342d4:a
        dev_path=/scsi_vhci/disk@g600a0b800026d63a0000a4994e2342d4:a,raw
        dev_path=/scsi_vhci/disk@g600a0b800026d63a0000a4994e2342d4:b
        dev_path=/scsi_vhci/disk@g600a0b800026d63a0000a4994e2342d4:b,raw
        dev_path=/scsi_vhci/disk@g600a0b800026d63a0000a4994e2342d4:c
        dev_path=/scsi_vhci/disk@g600a0b800026d63a0000a4994e2342d4:c,raw
        dev_path=/scsi_vhci/disk@g600a0b800026d63a0000a4994e2342d4:d
.
.
.

特定のイニシエータポートのプロパティーを表示する方法

1. イニシエータポートを一覧表示します。
# mpathadm list initiator-port
Initiator Port:  iqn.1986-03.com.sun:01:ffffffffffff.4e94f9bd,4000002a00ff
Initiator Port:  210100e08ba41feb
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特定のターゲットポートに関連付けられたすべての LU を表示する方法

Initiator Port:  210000e08b841feb

2. 特定のイニシエータポートのプロパティーを表示します。
# mpathadm show initiator-port 2000000173018713
Initiator Port:  210100e08ba41feb
        Transport Type:  Fibre Channel
        OS Device File:  /devices/pci@1,0/pci1022,7450@1/pci1077,141@2,1/fp@0,0

mpathadm show initiator-port コマンドでイニシエータポートを指定しない場合
は、発見されたすべてのイニシエータポートのプロパティーが表示されます。

特定のターゲットポートに関連付けられたすべての LU を表示す
る方法

1. LU のリストを表示します。
# mpathadm list lu
       /dev/rdsk/c0t600144F08069703400004E828EE10004d0s2
                Total Path Count: 8
                Operational Path Count: 8
        /dev/rdsk/c0t600144F08069703400004E8183DF0002d0s2
                Total Path Count: 8
                Operational Path Count: 8
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4994E2342D4d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF54E234013d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
.
.
.

2. 特定の LU 情報を表示して、ターゲットポートを判別します。
# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF54E234013d0s2
Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF54E234013d0s2
        mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        Vendor:  SUN     
        Product:  CSM200_R        
        Revision:  0660
        Name Type:  unknown type
        Name:  600a0b800029065c00007cf54e234013
        Asymmetric:  yes
        Current Load Balance:  round-robin
        Logical Unit Group ID:  NA
        Auto Failback:  on
        Auto Probing:  NA

        Paths:  
                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63b
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特定の名前を持つ LU を表示する方法

                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no
.
.
.

        Target Port Groups:  
                ID:  4
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  standby
                Target Ports:
                        Name:  200800a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200800a0b826d63c
                        Relative ID:  0

                ID:  14
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  active
                Target Ports:
                        Name:  200900a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200900a0b826d63c
                        Relative ID:  0

3. 特定のターゲットポート情報を表示します。
# mpathadm list lu -t 20030003ba27d212
mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4994E2342D4d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF54E234013d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF44E233FCFd0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
.
.
.

特定の名前を持つ LU を表示する方法

mpathadm コマンドを使用して、LU のリストと、各 LUN のプロパティーを表示でき
ます。表示される LU のリストには、特定の LU のプロパティーを表示するために使
用できる名前が含まれています。

マルチパス化された LU について、パスおよびターゲットポートグループ情報を含む
詳細情報を表示できます。この情報の名前プロパティーは、ハードウェアから導出
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特定の名前を持つ LU を表示する方法

し、このシステムによって使用されるこの LU の識別子を表します。名前が SCSI 照
会 VPD (Vital Product Dat) ページ 83h から導出される場合、名前タイプのプロパティー
は、SCSI 標準によって定義される、関連付けられた識別子タイプを表します。

1. マルチパス化された LU のリストを表示します。
# mpathadm list lu
        /dev/rdsk/c0t600144F08069703400004E828EE10004d0s2
                Total Path Count: 8
                Operational Path Count: 8
        /dev/rdsk/c0t600144F08069703400004E8183DF0002d0s2
                Total Path Count: 8
                Operational Path Count: 8
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4994E2342D4d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF54E234013d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4984E234298d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
        /dev/rdsk/c0t600A0B800029065C00007CF44E233FCFd0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4
.
.
.

2. 指定された LU の構成情報を表示します。
# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4994E2342D4d0s2
Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4994E2342D4d0s2
        mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        Vendor:  SUN     
        Product:  CSM200_R        
        Revision:  0660
        Name Type:  unknown type
        Name:  600a0b800026d63a0000a4994e2342d4
        Asymmetric:  yes
        Current Load Balance:  round-robin
        Logical Unit Group ID:  NA
        Auto Failback:  on
        Auto Probing:  NA

        Paths:  
                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63b
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200800a0b826d63c
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
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特定の名前を持つ LU を表示する方法

                Disabled:  no

                Initiator Port Name:  210000e08b841feb
                Target Port Name:  200900a0b826d63c
                Override Path:  NA
                Path State:  OK
                Disabled:  no

        Target Port Groups:  
                ID:  3
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  active
                Target Ports:
                        Name:  200800a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200800a0b826d63c
                        Relative ID:  0

                ID:  13
                Explicit Failover:  yes
                Access State:  standby
                Target Ports:
                        Name:  200900a0b826d63b
                        Relative ID:  0

                        Name:  200900a0b826d63c
                        Relative ID:  0

-e or --path-missing オプションを mpathadm show lu コマンドに付けて指定する
と、欠落したパスに対してのみ論理ユニットが表示されます。

3. 選択された LU 情報を表示します。
# mpathadm list lu -n 600a0b800026d63a0000a4994e2342d4
mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
        /dev/rdsk/c0t600A0B800026D63A0000A4994E2342D4d0s2
                Total Path Count: 4
                Operational Path Count: 4

mpathadm show lu コマンドで LU 名を指定しない場合は、発見されたすべての論理
ユニットに関する情報が表示されます。
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 3 ♦  ♦  ♦        第    3    章 

ファブリック接続されたデバイスの構成

この章では、ファブリック接続された (FC) デバイスの構成の概要について説明しま
す。Oracle Solaris OS では、FCAL、ファブリック、およびポイントツーポイントで接
続されたデバイスがシステムから自動的に使用できます。ファブリック接続されたデ
バイスを手動で構成する方法の詳細は、付録A ファブリック接続されたデバイスの手
動構成を参照してください。

この章で扱う内容は、次のとおりです。

■ 47 ページの「マルチパス化による FC デバイスの構成の考慮事項」
■ 48 ページの「FC デバイスの追加」
■ 49 ページの「SPARC プラットフォームでのファブリックブートデバイスの構

成」

マルチパス化による FC デバイスの構成の考慮事項

Oracle Solaris I/O マルチパス化機能を構成する前に、次のことを検討してください。

■ ストレージおよびスイッチについてのベンダー固有のドキュメントに従ってポート
およびゾーンを構成します。

■ LUN マスクによって、特定の LUN が特定のホストから可視になります。LUN マ
スクの詳細は、ベンダー固有のストレージドキュメントを参照してください。

■ SAN のホストおよびデバイスについて、電源管理を無効にしておく必要がありま
す。電源管理についての詳細は、poweradm(1M) のマニュアルページを参照してく
ださい。

■ マルチパス化機能を持つまたは持たないアレイおよびその他のストレージデバイス
を SAN に接続します。Oracle Solaris マルチパス化は、製品にバンドルされる、関
連付けられたアプリケーションです。

■ SAN ブートプロセスを管理する STMS ブートユーティリティーが Oracle Solaris I/
O マルチパス化機能に含まれています。stmsboot コマンドを発行すると、マルチ
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FC デバイスの追加

パス化ソフトウェアを有効または無効にしたときにデバイス名の変更を反映する
よう /etc/vfstab ファイルおよびダンプ構成が自動的に更新されます。このソフ
トウェアは SPARC ベースシステム上のデバイスではデフォルトで無効化されてお
り、x86 ベースシステム上のデバイスではデフォルトで有効化されていることに注
意してください。

■ ファブリック接続されたデバイスは、インストールおよびブート時に自動的に構成
され、ホストから使用できるようになります。

注記 - アップグレードを実行していて、任意の FC デバイスをアップグレード後に
使用できなくする場合、cfgadm -c unconfigure コマンドを使用してこれらのデ
バイスの構成を手動で解除する必要があります。ただし、これらのデバイスをシス
テムで永続的に使用できなくするには、スイッチゾーン機能または LUN マスクを
使用できます。cfgadm -c unconfigure によって実行された変更は、FC デバイ
スの手動構成が有効にされないかぎり、リブート後に持続しません。ブートまた
はインストール中に FC デバイスの発見を無効にする方法を見つけるには、付録A
ファブリック接続されたデバイスの手動構成を参照してください。

FC デバイスの追加

次のコマンドは、FC デバイスを追加および削除するときに一般に使用されます。

cfgadm および
cfgadm_fp

デバイスおよび FC デバイスを動的に再構成します。これら
のコマンドは、SAN のストレージデバイスを構成するために
もっとも頻繁に使用されます。詳細は、cfgadm(1M) および
cfgadm_fp(1M) のマニュアルページを参照してください。

fcadm ホスト上のファイバチャネルホストバスアダプタ (HBA) ポートに
関する管理情報を収集します。詳細は、fcadm(1M) のマニュアル
ページを参照してください。

fcinfo ホスト上のファイバチャネルホストバスアダプタ (HBA) ポートに
関する管理情報を収集します。詳細は、fcinfo(1M) のマニュア
ルページを参照してください。

format システムに接続されているデバイスを識別し、ディスクにラベル
を付ける機能を提供します。詳細は、format(1M) のマニュアル
ページを参照してください。

luxadm ストレージデバイスおよび FC_AL デバイスを管理します。詳細
は、luxadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
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SPARC プラットフォームでのファブリックブートデバイスの構成

注記 - マルチパス化機能が有効なときに format コマンドを使用する場合は、各 LUN
についてデバイス識別子のインスタンスが 1 つのみ表示されます。マルチパス化機能
を有効にしない場合、各パスにつき 1 つの識別子が表示されます。

FC デバイスを追加するための基本的な手順は次のとおりです。

1. 管理者になります。詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセ
キュリティー保護』 の 「割り当てられている管理権利の使用」を参照してくださ
い。

2. FC デバイスに LUN を作成します。
3. 必要な場合、FC デバイスに HBA 制御のための LUN マスクを適用します。LUN

マスクの詳細は、ベンダー固有のストレージドキュメントを参照してください。
4. ストレージデバイスをシステムに接続します。
5. 必要な場合、FC デバイスのスイッチにポートベースまたは WWN (World Wide

Name) ゾーンを作成します。
6. ストレージデバイスの LUN またはディスクグループ上で使用可能な既存のファイ

ルシステムをすべてマウントします。

SPARC プラットフォームでのファブリックブートデバイスの
構成

Oracle Solaris OS を実行中の SPARC サーバーがファブリックディスクデバイスから
ブートするように設定できます。以前の Oracle Solaris OS リリースで内部ブートデバ
イスにアクセスできたように、ファブリックブートデバイスには Oracle Solaris インス
トール方法を通じてアクセスできます。Oracle Solaris のインストールの詳細について
は、『Oracle Solaris 11.3 システムのインストール』を参照してください。

ファブリックブートデバイスを有効にする際は次の点を考慮してください。

■ 次のアクションによって、ブートデバイスへの干渉を最小限に抑えてください。
■ ブートデバイスが過剰に利用されるターゲットまたは LUN でないことを確認

する
■ ターゲットまたは LUN にアプリケーションおよびソフトウェアをインストー

ルすることを避ける
■ ホストとファブリックデバイスの間の物理的な距離と、ホップ数を削減する

■ ファブリックブート手順を開始する前に、ブートディスクをボリュームマネー
ジャーコントロールから削除します。

■ 最新の HBA fcode およびドライバがシステムの HBA 用にロードされていることを
確認します。

■ ブートデバイスでマルチパス化が必要な場合、第2章「Oracle Solaris I/O マルチパス
化機能の構成」に記載されているように stmsboot コマンドを使用します。
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 4 ♦  ♦  ♦        第    4    章 

Oracle Solaris iSCSI イニシエータの構成

この章では、Oracle Solaris OS で Oracle Solaris iSCSI イニシエータを構成する
方法について説明します。iSCSI イニシエータの構成に関連する手順について
は、55 ページの「iSCSI イニシエータの構成」を参照してください。

この章の内容は、次のとおりです。

■ 51 ページの「Oracle Solaris の iSCSI テクノロジについて」
■ 55 ページの「iSCSI イニシエータの構成」
■ 60 ページの「iSCSI ベースストレージネットワークでの認証の構成」
■ 65 ページの「Oracle Solaris での iSCSI マルチパスデバイスの設定」
■ 69 ページの「iSCSI 構成情報の表示」
■ 71 ページの「iSCSI イニシエータと iSCSI ターゲットのパラメータの変更」
■ 76 ページの「iSCSI 構成に関する問題のトラブルシューティング」

COMSTAR による Oracle Solaris iSCSI ターゲットの構成についての詳細は、『Oracle
Solaris 11.3 でのデバイスの管理』 の 第 8 章, 「COMSTAR を使用したストレージデバ
イスの構成」を参照してください。

iSCSI ディスクのインストールおよびブートについての詳細は、『Oracle Solaris 11.3
システムのインストール』 の 「GUI インストールを実行する方法」の手順 7 を参照
してください。

Oracle Solaris の iSCSI テクノロジについて

iSCSI プロトコルを使用すると、SCSI コマンドが IP ネットワーク経由で伝送される
ため、ブロック型デバイスがローカルシステムに接続されているかのように、ネット
ワーク経由でブロック型デバイスにアクセスできます。

既存のネットワーク内のストレージデバイスを使用する場合は、次の解決方法を利用
できます。

■ iSCSI ブロック型デバイスまたはテープ – SCSI コマンドとデータをブロックレベル
から IP パケットへと変換します。ネットワーク内で iSCSI を使用することで、あ
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Oracle Solaris の iSCSI テクノロジについて

るシステムと、テープデバイスやデータベースなどのターゲットデバイスとの間
で、ブロックレベルのアクセスが可能になります。ブロックレベルデバイスへのア
クセスにはロックがかからないため、iSCSI ターゲットデバイスなどのブロックレ
ベルデバイスに複数のユーザーやシステムがアクセスできます。

■ ネットワークファイルシステム (NFS) – ファイルデータを IP 経由で転送します。
ネットワーク内で NFS を使用する利点は、ファイルデータを複数のシステム間で
共有できることにあります。NFS 環境で利用可能なデータに多数のユーザーがア
クセスする場合、必要に応じてファイルデータへのアクセスにロックがかかりま
す。

■ RDMA 用 iSCSI 拡張機能 (iSER) - データ転送フェーズを RDMA (Remote Direct
Memory Access) にマップすることにより、iSCSI プロトコルを高速化します。これ
により、中間データコピーなしで iSCSI ノード間でデータを直接転送できます。

Oracle Solaris の iSCSI ソフトウェアおよびハード
ウェア要件

Oracle Solaris の iSCSI ソフトウェアおよびハードウェア要件は次のとおりです。

■ Oracle Solaris ストレージソフトウェアおよびデバイス
■ iSCSI イニシエータ管理ユーティリティー用の system/storage/iscsi/iscsi-

initiator ソフトウェアパッケージ
■ iSCSI ターゲット管理ユーティリティー用の system/storage/iscsi/iscsi-

target ソフトウェアパッケージ。
■ サポートされている任意の NIC

Oracle Solaris で iSCSI デバイスを使用する利点

Oracle Solaris で iSCSI イニシエータおよびターゲットを使用する利点を次に示しま
す。

■ iSCSI プロトコルは、既存の Ethernet ネットワーク上で動作します。
■ サポートされている任意のネットワークインタフェースカード (NIC)、Ethernet

ハブ、または Ethernet スイッチを使用できます。
■ 1 つの IP ポートから複数の iSCSI ターゲットデバイスを処理できます。
■ IP ネットワークの既存のインフラストラクチャーや管理ツールを使用できま

す。
■ ファイバチャネル HBA のコストなしで、既存のファイバチャネルデバイスを

iSCSI クライアントに接続できます。また、専用のアレイを持つシステムが、複製
されたストレージを Oracle Solaris ZFS または UFS ファイルシステムでエクスポー
トすることも可能になりました。
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■ このプロトコルは、適切なハードウェアを備えたファイバチャネル SAN (Storage
Area Network) 環境または iSCSI SAN 環境への接続に使用できます。

Oracle Solaris で iSCSI デバイスを使用する場合の
制限事項

Oracle Solaris で iSCSI イニシエータソフトウェア使用する場合の制限事項を次に示し
ます。

■ サービスロケーションプロトコル (SLP) を使用する iSCSI デバイスは現在サポート
されていません。

■ iSCSI ターゲットをダンプデバイスとして構成することはできません。
■ 既存のネットワーク経由で大量のデータを転送すると、パフォーマンスに影響する

可能性があります。
■ iSCSI イニシエータサブシステムは、大域ゾーンでのみ動作し、非大域ゾーンでは

動作しません。非大域ゾーン内から iSCSI デバイスにアクセスするための回避方法
は、大域ゾーンで iSCSI イニシエータを構成し、ゾーン構成中に add device コマ
ンドを使用してデバイスを非大域ゾーンに追加することです。

iSCSI の概念

iSCSI ターゲットおよびイニシエータを構成する場合は、次の概念を理解しておくと
役に立ちます。

発見 利用可能なターゲットの一覧をイニシエータに提供するプロセ
ス。

発見方式 iSCSI ターゲットを発見するための方法。次の 3 つの発見方式が
あります。
■ Internet Storage Name Service (iSNS) - 1 つ以上の iSNS サーバー

と対話することで可能性のあるターゲットを発見します。
■ SendTargets – 発見アドレスを使用することによって、潜在的な

ターゲットが発見されます。
■ 静的 – 静的なターゲットアドレスが構成されます。

イニシエータ iSCSI ターゲットに対する SCSI 要求を発行するドライバ。

iqn または eui ア
ドレス形式

iSCSI デバイス名は、iSCSI 修飾名 (iqn) 形式または拡張一意識別
子 (iqn) アドレス形式のいずれかになります。
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iqn 形式のアドレスは、iSCSI ネットワーク内のデバイスの一意識
別子で、書式は iqn.date.authority:unique-ID です。Oracle iSCSI イ
ニシエータには、IQN 名が自動的に割り当てられます。
eui 形式のアドレスは、16 桁の 16 進数で構成され、SCSI と
InfiniBand の両方の標準で使用される GUID のクラスを識別しま
す。

論理ユニット
(LU)

ストレージシステム内の一意の番号が付けられたコンポーネン
ト。LU が 1 つ以上の SCSI ターゲットと関連付けられているとき
は、1 つ以上の SCSI イニシエータを使用してターゲットにアクセ
スできます。論理ユニットは論理ユニット番号 (LUN) で識別され
ます。

ターゲットデバイ
ス

iSCSI ストレージコンポーネント。

ターゲットポータ
ル

ターゲットデバイスの 1 つ。その IP アドレスおよびリスニング
TCP ポートで識別されます。

ターゲットポータ
ルグループ

同じセットの iSCSI ターゲットへのアクセスに使用されるター
ゲットポータルのグループ。

iSCSI 構成のベストプラクティス

ネットワーク内の iSCSI デバイスを構成する前に、次の iSCSI 推奨事項および考慮事
項を検討してください。

■ iSCSI デバイスを高速な専用の Ethernet ネットワークに配置します。
■ 各 Ethernet トランザクションでより多くのデータを転送してフレームの数を削減で

きるように、ジャンボフレームを使用してください。
■ MS/T (multiple sessions per iSCSI target) を使用して、パフォーマンスを向

上させます。ターゲットに対して複数セッションを作成する方法の詳細
は、67 ページの「ターゲットの複数の iSCSI セッションを有効にする方法」を
参照してください。

注記 - Oracle Solaris では MC/S (multiple connections per session) よりも MS/T の方が
パフォーマンスが向上します。

■ iSCSI セッションを複数の物理リンクまたはサブネットにわたって分散させ、
iSCSI デバイスの可用性を高めます。

■ IP ネットワークマルチパス (IPMP) を使用して、負荷分散およびより良いフェイル
オーバーメカニズムを実現します。IPMP でのフェイルオーバーメカニズムの詳細
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については、『Oracle Solaris 11.3 での TCP/IP ネットワーク、IPMP、および IP ト
ンネルの管理』 の 第 1 章, 「TCP/IP ネットワークの管理」を参照してください。

■ iSNS ターゲット発見を使用して構成を簡素化し、大規模な設定での
セキュリティーを強化します。iSNS 発見方式の管理の詳細について
は、56 ページの「Internet Storage Name Service ターゲット発見方式の管理」を
参照してください。

■ CHAP 認証を使用してセキュリティーを高めます。CHAP 認証の構成の詳細につい
ては、60 ページの「iSCSI ベースストレージネットワークでの認証の構成」を
参照してください。

iSCSI イニシエータの構成

次のセクションでは、iSCSI イニシエータの構成に関連するタスクについて説明しま
す。

■ 55 ページの「ターゲット発見方式」
■ 58 ページの「iSCSI ディスクへのアクセス」
■ 60 ページの「iSCSI ベースストレージネットワークでの認証の構成」
■ 65 ページの「Oracle Solaris での iSCSI マルチパスデバイスの設定」
■ 69 ページの「iSCSI 構成情報の表示」

iSCSI イニシエータを構成および管理する方法の詳細については、iscsiadm(1M) のマ
ニュアルページを参照してください。

関連する情報については、次のドキュメントも参照してください。

■ 『Oracle Solaris 11.3 での TCP/IP ネットワーク、IPMP、および IP トンネルの管
理』

■ 『Oracle Solaris 11.3 でのデバイスの管理』 の 第 8 章, 「COMSTAR を使用したスト
レージデバイスの構成」

ターゲット発見方式

動的デバイス発見方式のいずれかを構成するか、または静的構成を使用するかを決定
します。

ターゲット発見方式の構成時に、選択した方式に応じて次の情報を指定する必要があ
ります。

■ SendTargets – ターゲット IP アドレス (オプションで TCP ポート)
■ iSNS – iSNS サーバーアドレス (オプションで TCP ポート)
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SendTargets 発見方式を構成する方法

■ Static – ターゲット IP アドレスとターゲット名 (オプションで TCP ポートとター
ゲットポータルグループタグ)

SendTargets 発見方式の管理

SendTargets は動的ターゲット発見方式の 1 つです。iSCSI からファイバチャネルへ
のブリッジなど、iSCSI ノードが多数のターゲットを公開している場合、iSCSI ノー
ドに IP アドレスとポートの組み合わせを割り当てることで、iSCSI イニシエータは
SendTargets 機能を使ってデバイス発見を実行できます。

SendTargets 発見方式を構成する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. iSCSI イニシエータサービスがオンラインになっていることを確認します。
initiator# svcs network/iscsi/initiator

3. 発見アドレスを指定することによって、SendTargets 発見方式を構成します。
initiator# iscsiadm add discovery-address 192.0.2.1

デフォルトポート 3260 が使用されていない場合は、ターゲット IP アドレスを取得
し、必要に応じて TCP ポートを取得します。

4. SendTargets 発見方式を有効にします。
initiator# iscsiadm modify discovery --sendtargets enable

Internet Storage Name Service ターゲット発見方式の管理

iSNS 発見サービスは、ネットワーク上のすべてのターゲットを発見するための管理モ
デルを提供します。

Oracle Solaris での iSNS サポートの設定に関する詳細については、『Oracle Solaris 11.3
でのデバイスの管理』 の 第 9 章, 「Oracle Solaris Internet Storage Name Service (iSNS) の
構成と管理」を参照してください。

 iSNS (Internet Storage Name Service) を使用すると、できるかぎり少ない構成情報で、
iSCSI イニシエータがアクセス権を持つターゲットを発見できます。また、ストレー
ジノードの動作状態が変更されたときに iSCSI イニシエータに通知する状態変更通
知機能もあります。iSNS 発見方式を使用するために、iSNS サーバーのアドレスと
ポートの組み合わせを割り当てることで、iSCSI イニシエータはデバイス発見を実行
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Internet Storage Name Service ターゲット発見方式を構成する方法

するために指定した iSNS サーバーを照会できます。iSNS サーバーのデフォルトポー
トは 3205 です。iSNS の詳細については、RFC 4171 (http://www.ietf.org/rfc/
rfc4171.txt) を参照してください。

Internet Storage Name Service ターゲット発見方式を構成する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. iSCSI イニシエータサービスがオンラインになっていることを確認します。
initiator# svcs network/iscsi/initiator

3. デフォルトポート 3205 が使用されていない場合は、iSNS サーバーの IP アドレスを
取得し、必要に応じて TCP ポートを取得します。
この情報の取得方法の詳細は、各ベンダーのドキュメントを参照してください。

4. iSNS 発見方式を構成し、iSNS サーバーの IP アドレスを指定します。
initiator# iscsiadm add isns-server 192.0.2.2

5. iSNS 発見方式を有効にします。
initiator# iscsiadm modify discovery --iSNS enable

静的構成発見方式の管理

iSCSI ノードのターゲットが少数である場合、イニシエータがアクセスを試みるター
ゲットを制限できます。

注記 - 単一の iSCSI ターゲットが静的デバイス発見方式と動的デバイス発見方式の両方
によって発見されるように構成しないでください。発見方式を重複して使用すると、
イニシエータが iSCSI ターゲットデバイスと通信するときのパフォーマンスが低下す
る可能性があります。

iSCSI ターゲットを静的に構成する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. iSCSI イニシエータサービスがオンラインになっていることを確認します。
initiator# svcs network/iscsi/initiator
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iSCSI ターゲットを静的に構成する方法

3. iSCSI ストレージデバイス管理インタフェースからターゲット IP アドレスとターゲッ
ト名を取得します。
この情報の取得方法の詳細は、各ベンダーのドキュメントを参照してください。

4. iSCSI ターゲットが静的に発見されるように構成します。
initiator# iscsiadm add static-config iqn.1986-03.com.sun:02:73d12edc-9bb9-cb44-efc4-c3b36c123456,
192.168.35.2

5. 静的構成情報を確認します。
initiator# iscsiadm list static-config
Static Configuration Target: iqn.1986-03.com.sun:02:73d12edc-9bb9-cb44-efc4-c3b36c123456,
192.168.35.2:3260

発見方式が有効化されるまで iSCSI 接続は起動されません。

iSCSI ディスクへのアクセス

ZFS ストレージプールを LU 上に作成してから、ZFS ファイルシステムを作成できま
す。

ローカルシステム上で iSCSI ディスクを表示するには、管理者として format ユー
ティリティーまたは iscsiadm list target コマンドを使用します。

iscsiadm list target コマンドを使用して iSCSI LU 情報を表示および確認するに
は:

initiator# iscsiadm list target -S | grep OS Device Name | sort -u
             OS Device Name: /dev/rdsk/c0t600144F019C1CA000000531F5C0B0001d0s2
             OS Device Name: /dev/rdsk/c0t600144F019C1CA000000531F5C130002d0s2
             OS Device Name: /dev/rdsk/c0t600144F0D1720B000000540094860001d0s2

format コマンドを使用して iSCSI LU 情報を表示および確認するには:

initiator# format
       0. c0t600144F0B5418B0000004DDAC7C10001d0 <SUN-COMSTAR-1.0 cyl 1022 alt 2 hd 128 sec
 32>
          /scsi_vhci/disk@g600144f0b5418b0000004ddac7c10001
       1. c8t0d0 <Sun-STK RAID INT-V1.0 cyl 17830 alt 2 hd 255 sec 63>
          /pci@0,0/pci10de,375@f/pci108e,286@0/disk@0,0
       2. c8t1d0 <Sun-STK RAID INT-V1.0-136.61GB>
          /pci@0,0/pci10de,375@f/pci108e,286@0/disk@1,0
       3. c8t2d0 <Sun-STK RAID INT-V1.0-136.61GB>
          /pci@0,0/pci10de,375@f/pci108e,286@0/disk@2,0
       4. c8t3d0 <Sun-STK RAID INT-V1.0 cyl 17830 alt 2 hd 255 sec 63>
          /pci@0,0/pci10de,375@f/pci108e,286@0/disk@3,0
Specify disk (enter its number): 0
selecting c0t600144F0B5418B0000004DDAC7C10001d0
[disk formatted]

このサンプル出力では、ディスク 0 は MPxIO の制御下にある iSCSI LU です。ディス
ク 1 - 4 はローカルディスクです。
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発見されたターゲットデバイスの削除

ZFS ストレージプールと ZFS ファイルシステムを iSCSI LU 上に作成できます。

ZFS ファイルシステムは、作成時に自動的にマウントされ、ブート時に再マウントさ
れます。ZFS ファイルシステムの詳細は、『Oracle Solaris 11.3 での ZFS ファイルシス
テムの管理』を参照してください。

発見されたターゲットデバイスの削除

次のいずれかのアクションを実行すると、関連するターゲットがログアウトされま
す。

■ 発見アドレスを削除する
■ iSNS サーバーを削除する
■ 静的構成を削除する
■ 発見方式を無効にする

これらの関連付けられたターゲットが引き続き使用されている場合 (たとえば、ファ
イルシステムがマウントされている場合) は、これらのデバイスのログアウトが失敗
し、アクティブターゲットリスト上に残ります。

これらのセクションを実行するには、ターゲットデバイスへのアクセスがすでに構成
されているローカルシステムに管理者としてログインしている必要があります。

次のコマンドを使用して、iSCSI ターゲット発見方式を無効にします。

■ SendTargets 発見方式を無効にするには:

initiator# iscsiadm modify discovery --sendtargets disable

■ iSNS 発見方式を無効にするには:

initiator# iscsiadm modify discovery --iSNS disable

■ 静的ターゲット発見方式を無効にするには: 

initiator# iscsiadm modify discovery --static disable

次のコマンドを使用して、iSCSI デバイス発見エントリを削除します。

■ iSCSI SendTargets 発見エントリを削除するには:

initiator# iscsiadm remove discovery-address IP-address:3260

■ iSCSI iSNS 発見エントリを削除するには:

# iscsiadm remove isns-server server-address:3205

■ 静的 iSCSI 発見エントリを削除するには:

initiator# iscsiadm remove static-config target-name
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iSCSI ベースストレージネットワークでの認証の構成

注記 - 使用中の論理ユニット (LU) が関連付けられた発見エントリを無効化または削除
しようとすると、次のメッセージが表示され、無効化または削除操作が失敗します。
logical unit in use

このエラーが発生した場合は、LU 上の関連付けられたすべての I/O を停止し、ファイ
ルシステムをアンマウントします。そのあとで無効化または削除の操作を再び実行し
ます。

iSCSI ベースストレージネットワークでの認証の構成
安全な環境では、信頼できるイニシエータだけがターゲットにアクセスできるため、
iSCSI デバイス用の認証は必要ありません。

安全性が不足している環境では、ターゲットは接続リクエストが指定されたホストか
らなのかどうかを判断できません。この場合、iSCSI ターゲットはチャレンジハンド
シェーク認証プロトコル (CHAP) を使ってイニシエータを認証できます。

CHAP 認証ではチャレンジと応答の概念が使用され、つまり、ターゲットがイニシ
エータに対して身元の証明を要求します。このチャレンジおよび応答方式が機能する
には、ターゲットがイニシエータの秘密鍵を知っており、かつイニシエータがチャレ
ンジに応答するように設定されている必要があります。秘密鍵をアレイ上に設定する
手順については、アレイベンダーのドキュメントを参照してください。

iSCSI は、次の単方向および双方向の認証をサポートします。

■ 単方向認証では、ターゲットがイニシエータの身元を認証できます。単方向認証は
ターゲットのために行われるもので、イニシエータを認証します。

■ 双方向認証では、イニシエータがターゲットの身元を認証できるようにすること
で、二次レベルのセキュリティーを追加します。双方向認証はイニシエータ主導で
行われ、双方向認証を実行するかどうかはイニシエータにより制御されます。ター
ゲットに求められる設定は、CHAP ユーザーと CHAP 秘密鍵を定義することだけ
です。

集中管理認証サービスとして機能する他社製の RADIUS サーバーを使用することで、
CHAP 秘密鍵の管理を簡略化できます。RADIUS を使用するときに、RADIUS サー
バーにはノード名と、一致する CHAP 秘密鍵のセットが格納されます。認証を実行す
るシステムは、要求元のノード名および提供された要求者のシークレットを RADIUS
サーバーに転送します。RADIUS サーバーは、秘密鍵が、指定されたモード名を認証
するのに適切な鍵かどうかを確認します。iSCSI と iSER のどちらも、RADIUS サー
バーの使用をサポートします。

サードパーティー RADIUS サーバーの使用に関する詳細は、63 ページの「サード
パーティー RADIUS サーバーを使用して iSCSI 構成内の CHAP 管理を簡略化する」を
参照してください。
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CHAP 認証を iSCSI イニシエータ用に構成する方法

CHAP 認証を iSCSI イニシエータ用に構成する方法
双方向または単方向 CHAP 認証のいずれかを設定できます。この手順では、ユーザー
が現在ログインしているローカルシステムから構成済みの iSCSI ターゲットデバイス
に安全にアクセスするものとします。

この手順では、ユーザーが現在ログインしているローカルシステムから構成済みの
iSCSI ターゲットデバイスに安全にアクセスするものとします。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. イニシエータに秘密鍵を設定します。
initiator# iscsiadm modify initiator-node --CHAP-secret
Enter CHAP secret: ************
Re-enter secret: ************

COMSTAR iSCSI ターゲットの CHAP 秘密鍵の長さは、12 文字以上かつ 255 文字以下
にする必要があります。一部のイニシエータでは、サポートする秘密鍵の最大長がさ
らに短くなります。

3. (オプション) イニシエータ上でカスタム CHAP ユーザー名を設定します。
Oracle Solaris OS では、CHAP ユーザー名はデフォルトでイニシエータまたはターゲッ
トのノード名 (iqn 名) に設定されます。CHAP ユーザー名は、512 バイト未満の任意
の長さのテキストに設定できます。
initiator# iscsiadm modify initiator-node --CHAP-name new-CHAP-name

4. イニシエータ上で CHAP 認証を有効にします。
initiator# iscsiadm modify initiator-node --authentication CHAP

CHAP 認証では、イニシエータノードにユーザー名とパスワードが必要です。ユー
ザー名は通常、渡されたユーザー名の秘密鍵をターゲットが検索するために使用され
ます。
次の手順では、単方向 CHAP 認証の設定を完了します。双方向 CHAP 認証を設定する
場合は、残りの手順を続行します。

5. ターゲットとの接続に双方向 CHAP を有効にします。
initiator# iscsiadm modify target-param -B enable target-iqn

6. ターゲットの認証方式を CHAP に設定します。
initiator# iscsiadm modify target-param --authentication CHAP target-iqn

7. ターゲットを識別するターゲットデバイス秘密鍵を設定します。
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CHAP 認証を iSCSI ターゲット用に構成する方法

initiator# iscsiadm modify target-param --CHAP-secret target-iqn

8. ターゲットがカスタム CHAP ユーザー名を使用する場合、ターゲットを識別する
CHAP 名を設定します。
デフォルトでは、ターゲットの CHAP 名はターゲット名に設定されます。ターゲット
がカスタム名を使用する場合、ターゲットを識別する CHAP 名を設定します。

initiator# iscsiadm modify target-param --CHAP-name target-CHAP-name

CHAP 認証を iSCSI ターゲット用に構成する方法

双方向または単方向 CHAP 認証のいずれかを設定できます。この手順では、iSCSI
ターゲットのあるローカルシステムにユーザーがログインしているものとします。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. イニシエータが CHAP 認証を使用して自身を識別することを必要とするように、ター
ゲットを構成します。

target# itadm modify-target -a chap target-iqn

3. イニシエータのフルノード名とイニシエータの CHAP 秘密鍵でイニシエータを説明す
るイニシエータコンテキストを作成します。

target# itadm create-initiator -s initiator-iqn
Enter CHAP secret: ************
Re-enter secret: ************

4. イニシエータが代替 CHAP 名を使用する場合、代替名を使ってイニシエータコンテキ
ストを構成します。

target# itadm modify-initiator -u initiator-CHAP-name initiator-iqn

次の手順では、単方向 CHAP 認証の設定を完了します。双方向 CHAP 認証を設定する
場合は、残りの手順を続行します。

5. このターゲットを識別するターゲットデバイス秘密鍵を設定します。

target# itadm modify-target -s target-iqn
Enter CHAP secret: ************
Re-enter secret: ************

6. ターゲットがカスタム CHAP ユーザー名を使用する場合、ターゲットを識別する
CHAP 名を設定します。
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RADIUS サーバーを iSCSI ターゲット用に構成する方法

デフォルトでは、ターゲットの CHAP 名はターゲットノード名に設定されます
(iqn)。ターゲットがカスタム名を使用する場合、ターゲットを識別する CHAP 名を設
定します。

target# itadm modify-target -u target-CHAP-name target-iqn

サードパーティー RADIUS サーバーを使用して
iSCSI 構成内の CHAP 管理を簡略化する

集中管理認証サービスとして機能するサードパーティー RADIUS (Remote
Authentication Dial In User Service) サーバーを使用して、CHAP 秘密鍵の管理を簡略化
できます。この方式では、各イニシエータノードでデフォルトの CHAP 名を使用する
ことをお勧めします。すべてのイニシエータがデフォルトの CHAP 名を使用するとい
う一般的な場合では、ターゲット上にイニシエータコンテキストを作成する必要はあ
りません。RADIUS は、イニシエータまたはターゲットのいずれかの上に独立して構
成できます。

RADIUS サーバーを iSCSI ターゲット用に構成する方法

この手順では、ローカルシステムにログインして構成済み iSCSI ターゲットデバイス
にセキュアにアクセスしていることを前提とします。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. RADIUS サーバーの IP アドレスとポートを使用して、イニシエータノードを構成し
ます。
デフォルトのポートは 1812 です。この構成は、ターゲットシステム上のすべての
iSCSI ターゲットに対して 1 回で完了します。

initiator# itadm modify-defaults -r RADIUS-server-IP-address
Enter RADIUS secret: ************
Re-enter secret: ************

3. ターゲットと RADIUS サーバー間の通信に使用される共有秘密鍵を構成します。
initiator# itadm modify-defaults -d
Enter RADIUS secret: ************
Re-enter secret: ************

4. RADIUS 認証を必要とするようにターゲットシステムを構成します。
この構成は、個別のターゲットに実行することも、すべてのターゲットのデフォルト
として実行することもできます。
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RADIUS サーバーを iSCSI イニシエータ用に構成する方法

initiator# itadm modify-target -a radius target-iqn

5. 次の情報を使用して RADIUS サーバーを構成します。

■ ターゲットノードの識別情報 (IP アドレスなど)
■ ターゲットノードが RADIUS サーバーとの通信に使用する共有秘密鍵
■ イニシエータの CHAP 名 (たとえば、イニシエータの iqn 名)、および認証の必要

な各イニシエータの秘密鍵

RADIUS サーバーを iSCSI イニシエータ用に構成する方法

この設定が役に立つのは、イニシエータが双方向 CHAP 認証をリクエストしていると
きだけです。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. RADIUS サーバーの IP アドレスとポートを使用して、イニシエータノードを構成し
ます。
デフォルトのポートは 1812 です。

# iscsiadm modify initiator-node --radius-server ip-address:1812

3. iSCSI がサーバーと対話できるように RADIUS サーバーの共有秘密鍵でイニシエータ
ノードを構成します。
# iscsiadm modify initiator-node --radius-shared-secret
Enter secret:
Re-enter secret

4. RADIUS サーバーの使用を有効にします。
# iscsiadm modify initiator-node --radius-access enable

5. CHAP 双方向認証を設定します。
# iscsiadm modify initiator-node --authentication CHAP
# iscsiadm modify target-param --bi-directional-authentication enable target-iqn
# iscsiadm modify target-param --authentication CHAP target-iqn

6. 次の情報を使用して RADIUS サーバーを構成します。

■ このノードの識別情報 (IP アドレスなど)
■ このノードが RADIUS サーバーとの通信に使用する共有秘密鍵
■ ターゲットの CHAP 名 (たとえば、ターゲットの iqn 名)、および認証の必要な各

ターゲットの秘密鍵
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Oracle Solaris での iSCSI マルチパスデバイスの設定

Oracle Solaris iSCSI と RADIUS サーバーのトラブルシューティ
ング

このセクションでは、Oracle Solaris iSCSI と RADIUS サーバーの構成に関係するエ
ラーメッセージと、その考えられる解決法について説明します。

empty RADIUS shared secret

原因: イニシエータ上で RADIUS サーバーが有効になっているにもかかわらず、
RADIUS の共有秘密鍵が設定されていません。

対処方法: RADIUS の共有秘密鍵をイニシエータに構成します。詳細
は、63 ページの「RADIUS サーバーを iSCSI ターゲット用に構成する方法」を
参照してください。

WARNING: RADIUS packet authentication failed

原因: イニシエータによる RADIUS データパケットの認証が失敗しました。このエ
ラーが発生する可能性があるのは、イニシエータノード上に構成された共有秘密鍵
が RADIUS サーバー上の共有秘密鍵と異なっている場合です。

対処方法: 正しい RADIUS 共有シークレットをイニシエータに構成し直します。詳細
は、63 ページの「RADIUS サーバーを iSCSI ターゲット用に構成する方法」を
参照してください。

Oracle Solaris での iSCSI マルチパスデバイスの設定

マルチパス I/O (MPxIO) を使用すると、I/O デバイスの単一のインスタンスから、複数
のホストコントローラインタフェース経由で I/O デバイスにアクセスできます。

Oracle Solaris で iSCSI マルチパス (MPxIO) デバイスを使用するときは、次のガイドラ
インを考慮してください。

■ Oracle Solaris iSCSI および MPxIO – MpxIO は、iSCSI イニシエータの MS/T
(Multiple Sessions per Target) を構成する Oracle Solaris iSCSI 構成での、ターゲット
ポート集約と可用性をサポートします。
■ 複数の NIC を集約およびフェイルオーバーする場合は、IP ネットワークマルチ

パス (IPMP) を使用してください。
■ iSCSI ホストの基本的な構成は、iSCSI トラフィック専用の 2 つの NIC を備えた

サーバーです。NIC は IPMP を使用して構成されます。パフォーマンスを最適
化するために、iSCSI 以外のトラフィック用に追加の NIC が用意されます。
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Oracle Solaris での iSCSI マルチパスデバイスの設定

■ アクティブマルチパスは、Oracle Solaris の iSCSI MS/T 機能、および IPMP 構成
のフェイルオーバーと冗長性を使用する場合のみ実現できます。
■ IPMP 構成で 1 つの NIC に障害が発生すると、IPMP はフェイルオーバーの

処理を行います。MPxIO ドライバは障害を検出しません。IPMP 以外の構成
では、MPxIO ドライバは障害状態になり、パスがオフラインになります。

■ IPMP 構成で 1 つのターゲットポートに障害が発生すると、MPxIO ドライ
バは障害を検出し、フェイルオーバーの処理を行います。IPMP 以外の構成
では、MPxIO ドライバは障害を検出し、フェイルオーバーの処理を行いま
す。

注記 - iSCSI ブートデバイスでは IPMP を使用できません。

MS/T の構成方法については、67 ページの「ターゲットの複数の iSCSI
セッションを有効にする方法」を参照してください。IPMP の構成について
は、『Oracle Solaris 11.3 での TCP/IP ネットワーク、IPMP、および IP トンネル
の管理』 の 第 3 章, 「IPMP の管理」を参照してください。

■ Oracle Solaris iSCSI、ファイバチャネル (FC)、および MPxIO – より複雑な iSCSI/
FC 構成では、MPxIO ドライバは次のように動作します。
■ FC SAN にデュアル iSCSI-FC ブリッジが存在する場合、iSCSI はターゲットパ

スを MPxIO に提示します。MPxIO は、一意の SCSI/LU 識別子を照合し、それ
らが同一である場合は 1 つのパスを iSCSI ドライバに提示します。

■ iSCSI と FC の両方を使用してターゲットを接続する構成の場合、MPxIO ドラ
イバは同じデバイスに対して異なるトランスポートを提供できます。この構成
では、MPxIO は両方のパスを使用します。

■ iSCSI と FC を MPxIO で使用する場合は、MPxIO 構成を照合する /etc/
driver/drv/fp.conf および  /driver/drv/iscsi.conf ファイル内で、必要
な MPxIO パラメータがサポートされていることを確認します。たとえば、fp.
conf ファイルで、MPxIO が HBA でグローバルにまたはポート単位で有効に
なっているかを判断できます。

■ サードパーティーハードウェアの考慮事項 – サードパーティー HBA に Oracle
Solaris iSCSI および MPxIO を操作する資格があるかどうかを確認します。
サードパーティー HBA を使用する場合は、ベンダーに /driver/drv/
scsi_vhci.conf  ファイルの対称型オプション情報を問い合わせる必要がありま
す。

ターゲットあたり複数の iSCSI セッションの有効化

MC/S (multiple connections per session) ではなく、MS/T (multiple session per target) 方式
を使用すると、パフォーマンスが向上します。MS/T を使用して複数 TCP 接続を作成
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すると、ネットワークスタックが効率的に使用されます。この機能では、複数スレッ
ドを送受信することでもパフォーマンスが向上します。

この手順を使用して、単一のターゲットに接続する複数の iSCSI セッションを作成で
きます。このシナリオは、ログインのリダイレクションをサポートするか、または同
じターゲットポータルグループに含まれている複数のターゲットのポータルを使用す
る iSCSI ターゲットデバイスの場合に役に立ちます。Oracle Solaris の SCSI マルチパス
(MPxIO) 機能を利用して、ターゲットごとに複数の iSCSI セッションを使用します。
また、ホスト側の複数の NIC を使用して同じターゲット上の複数のポータルに接続す
ると、より広い帯域幅を実現できます。

MS/T 機能は、イニシエータのセッション ID (ISID) を変えることで、ターゲット上
に 2 つ以上のセッションを作成します。この機能を有効にすると、ネットワークに 2
つの SCSI レイヤーパスが作成され、複数のターゲットを iSCSI レイヤーから Oracle
Solaris I/O レイヤーまで公開できるようになります。MPxIO ドライバは、これらのパ
スに対する予約を処理します。

■ 通常の MS/T 構成には、2 つ以上の構成済みセッションがあります。
ただし、ストレージが複数のターゲットポータルグループタグ (TPGT) をサポート
していて、ホストシステム上で SendTargets 発見方式を使用している場合には、構
成済みセッションの数を 1 に設定できます。SendTargets 発見によって、複数のパ
スが存在することが自動的に検出されて複数のターゲットセッションが作成されま
す。

■ /etc/driver/drv/iscsi.conf ファイルで mxpio 構成パラメータが有効になって
いることを確認します。

# cd /etc/driver/drv

# grep mpxio iscsi.conf iscsi.conf

iscsi.conf:mpxio-disable="no";

■ IPMP を使用して複数のネットワーク接続が構成されて使用可能になっていること
を確認します。

# ipadm show-addr

iSCSI ターゲットの複数セッションを構成する前に、次の要因を検討してください。

iSCSI と MPxIO パスの相互動作の仕組みについては、65 ページの「Oracle Solaris
での iSCSI マルチパスデバイスの設定」を参照してください。

ターゲットの複数の iSCSI セッションを有効にする
方法

1. 管理者になります。
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詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. iSCSI イニシエータとターゲットの現在のパラメータ値を一覧表示します。

a.   iSCSI イニシエータの現在のパラメータ値を一覧表示します。
例:

initiator# iscsiadm list initiator-node
Initiator node name: iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba4d233b.425c293c
Initiator node alias: zzr1200
        .
        .
        .
        Configured Sessions: 1

b.   iSCSI ターゲットデバイスの現在のパラメータ値を一覧表示します。
例:

initiator# iscsiadm list target-param -v iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266
Target: iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266
        Alias: -
        .
        .
        .
        Configured Sessions: 1

Configured Sessions (構成済みのセッション) の値は、ターゲットポータルグループ
内の各ターゲット名用に作成される構成済みの iSCSI セッションの数です。

3. 構成済みのセッション数を、すべてのターゲットに適用するイニシエータノードで、
特定のターゲットに適用するターゲットレベルで変更します。

■ 必要なパラメータ値を iSCSI イニシエータノードに適用するには:
例:

initiator# iscsiadm modify initiator-node -c 2

■ 必要なパラメータ値を iSCSI ターゲットに適用するには:
例:

initiator# iscsiadm modify target-param -c 2  iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266

4. 構成済みセッションを 1 つ以上のローカル IP アドレスにバインドします。
構成済みのセッションは、ローカル IP アドレスにバインドすることもできます。この
方法を使用する場合は、コンマ区切りのリストで 1 つ以上のローカル IP アドレスを指
定します。各 IP アドレスは iSCSI セッションを表します。この方法は、initiator-
node または target-param のレベルでも使用できます。例:

initiator# iscsiadm modify initiator-node -c 192.0.2.1,198.51.100.1
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注記 - 指定した IP アドレスがルーティング可能でない場合、デフォルトの Oracle
Solaris ルートおよび IP アドレスがこのセッションで使用されます。

5. パラメータが変更されたことを確認します。

a.   イニシエータノードの更新された情報を表示します。
例:
initiator# iscsiadm list initiator-node
Initiator node name: iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba4d233b.425c293c
Initiator node alias: zzr1200
        .
        .
        .
        Configured Sessions: 2

b.   ターゲットノードの更新された情報を表示します。
例:
initiator# iscsiadm list target-param -v iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266
Target: iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266
        Alias: -
        .
        .
        .
        Configured Sessions: 2

6. 複数パスを一覧表示して、OS デバイス名が iscsiadm list の出力に一致しているこ
とと、パスの数が 2 以上であることを確認します。
initiator# mpathadm list lu

iSCSI 構成情報の表示
管理者として iscsiadm list コマンドを使用して、iSCSI イニシエータとターゲット
デバイスに関する情報を表示できます。

次の例では、iSCSI イニシエータに関する情報を表示する方法を示します。
# iscsiadm list initiator-node
Initiator node name: iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba4d233b.425c293c
Initiator node alias: zzr1200
        Login Parameters (Default/Configured):
                Header Digest: NONE/-
                Data Digest: NONE/-
        Authentication Type: NONE
        RADIUS Server: NONE
        RADIUS access: unknown
        Configured Sessions: 1

次の例では、使用中の発見方式に関する情報を表示する方法を示します。
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# iscsiadm list discovery
Discovery:
 Static: enabled
 Send Targets: enabled
 iSNS: enabled

次の例では、特定の iSCSI ターゲットのパラメータ値を表示する方法を示します。
# iscsiadm list target-param iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.33592219
        Target: iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.33592219

iscsiadm list target-param -v コマンドによって次の情報が表示されます。

■ ターゲットの認証値
■ ターゲットのログインパラメータのデフォルト値
■ 各ログインパラメータに構成されている値

iscsiadm list target-param -v コマンドでは、/ 指定子の前にデフォルトのパ
ラメータ値が表示され、/ 指定子の後に構成後のパラメータ値が表示されます。パラ
メータを構成していない場合は、値がハイフン (-) で表示されます。詳細は、次の例
を参照してください。
# iscsiadm list target-param -v eui.50060e8004275511 Target: eui.50060e8004275511
        Alias: -
        Bi-directional Authentication: disabled
        Authentication Type: NONE
        Login Parameters (Default/Configured):
                Data Sequence In Order: yes/-
                Data PDU In Order: yes/-
                Default Time To Retain: 20/-
                Default Time To Wait: 2/-
                Error Recovery Level: 0/-
                First Burst Length: 65536/-
                Immediate Data: yes/-
                Initial Ready To Transfer (R2T): yes/-
                Max Burst Length: 262144/-
                Max Outstanding R2T: 1/-
                Max Receive Data Segment Length: 65536/-
                Max Connections: 1/-
                Header Digest: NONE/-
                Data Digest: NONE/-
        Configured Sessions: 1

次の例では、ターゲットとイニシエータの間でネゴシエートされたあとのパラメータ
が出力されています。
# iscsiadm list target -v eui.50060e8004275511
Target: eui.50060e8004275511
        TPGT: 1
        ISID: 4000002a0000
        Connections: 1
                CID: 0
                  IP address (Local): 172.20.101.71:32813
                  IP address (Peer): 172.20.101.40:3260
                  Transport Type: socket
                  Discovery Method: Static
                  Login Parameters (Negotiated):
                        Data Sequence In Order: yes
                        Data PDU In Order: yes
                        Default Time To Retain: 0
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                        Default Time To Wait: 3
                        Error Recovery Level: 0
                        First Burst Length: 65536
                        Immediate Data: yes
                        Initial Ready To Transfer (R2T): yes
                        Max Burst Length: 262144
                        Max Outstanding R2T: 1
                        Max Receive Data Segment Length: 65536
                        Max Connections: 1
                        Header Digest: NONE
                        Data Digest: NONE

iSCSI イニシエータと iSCSI ターゲットのパラメータの変更

iSCSI イニシエータおよび iSCSI ターゲットデバイスのどちらでもパラメータは変更
可能です。ただし、iSCSI イニシエータ上で変更可能なパラメータは、次のものだけ
です。

■ iSCSI イニシエータノード名 – イニシエータノード名を変更した場合は、名前が変
更されたときの iSNS サーバー上の発見ドメイン構成に応じて、iSNS によって発見
されたターゲットがイニシエータのターゲットリストから削除されることがありま
す。詳細は、73 ページの「iSCSI イニシエータと iSCSI ターゲットのパラメー
タを変更する方法」を参照してください。

■ ヘッダーダイジェスト – NONE、デフォルト値、または CRC32。
■ データダイジェスト – NONE、デフォルト値、または CRC32。
■ 認証と CHAP 秘密鍵 - 認証の設定の詳細は、61 ページの「CHAP 認証を iSCSI

イニシエータ用に構成する方法」を参照してください。
■ 構成済みセッション – 複数セッションの構成方法について

は、67 ページの「ターゲットの複数の iSCSI セッションを有効にする方法」を
参照してください。

iSCSI ドライバは、iSCSI イニシエータと iSCSI ターゲットデバイスのパラメータの
デフォルト値を提供します。iSCSI イニシエータのパラメータを変更すると、iSCSI
ターゲットデバイスにすでに別の値が設定されている場合以外、変更後パラメータが
iSCSI ターゲットデバイスによって継承されます。

注意 - 変更対象のパラメータがターゲットソフトウェアによってサポートされている
ことを確認してください。サポートされていない場合、iSCSI ターゲットデバイスに
ログインできない可能性があります。サポートされているパラメータの一覧について
は、ベンダーアレイのドキュメントを参照してください。

iSCSI パラメータを変更できるのは、イニシエータとターゲット間の I/O が完了したあ
とだけです。iscsiadm modify コマンドを発行して変更が実行されると、iSCSI ドラ
イバはセッションを接続し直します。
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iSCSI パラメータのチューニング

iSCSI パラメータをチューニングすることで、イニシエータシステムが接続されてい
るすべてのターゲットまたは特定のターゲットの iSCSI イニシエータのさまざまな応
答または接続時間値を調整できます。

特定の iSCSI ターゲットのパラメータ値を変更するには:

iscsiadm modify target-param -T tunable-prop=value target-name

たとえば、あるターゲットの接続再試行の最大時間を 90 秒に設定するには:

# iscsiadm modify target-param -T conn-login-max=90 iqn.1986-03.com.sun:
02:47ac0506-cd48-67f5-fc0d-ab7544d37538

すべてのターゲットのパラメータ値を調整するには:

iscsiadm modify initiator-node -T tunable-prop=value

たとえば、すべてのターゲットの接続再試行の最大時間を 90 秒に設定するには:

# iscsiadm modify initiator-node -T conn-login-max=90

次の表に一覧表示されているチューニング可能パラメータは、アクティブ接続に適用
され、iSCSI イニシエータおよびイニシエータに接続するターゲットの動作を変更し
ます。

表 1 チューニング可能な iSCSI パラメータ

パラメータ名 説明 有効な値 (秒) デフォルト値
(秒)

recv-login-rsp-
timeout

セッションログインの応答時間 – iSCSI
イニシエータが、指定された iSCSI
ターゲットからの iSCSI セッションロ
グイン要求の応答を待機する時間を指
定します。

0 – 3600 60

conn-login-max 最大接続再試行時間 – iSCSI イニシエー
タからターゲットへの入出力がタイム
アウトするか、接続が失敗したあと
で、iSCSI イニシエータがターゲット
への接続を試みる最大秒数を決定しま
す。

0 – 3600 180

polling-login-delay ログイン再試行間隔 – iSCSI イニシエー
タからターゲットへの入出力がタイム
アウトするか、接続が失敗したあと
の、各 iSCSI セッションのログイン試
行の間隔を決定します。

0 – 3600 60
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iSCSI イニシエータと iSCSI ターゲットのパラメータ
を変更する方法

この手順では、iSCSI イニシエータの変更後パラメータが iSCSI ターゲットデバイス
にどのように継承されるか、および iSCSI ターゲットデバイス上のパラメータを実際
に変更する方法を示します。

この省略可能な手順では、ユーザーが現在ログインしているローカルシステム上で、
iSCSI ターゲットデバイスへのアクセスがすでに構成されているものとします。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. iSCSI イニシエータとターゲットデバイスの現在のパラメータ値を一覧表示します。

a.   iSCSI イニシエータの現在のパラメータ値を一覧表示します。
例:

initiator# iscsiadm list initiator-node
Initiator node name: iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba4d233b.425c293c
Initiator node alias: zzr1200
        Login Parameters (Default/Configured):
                Header Digest: NONE/-
                Data Digest: NONE/-
        Authentication Type: NONE
        RADIUS Server: NONE
        RADIUS access: unknown
        Configured Sessions: 1

b.   iSCSI ターゲットデバイスの現在のパラメータ値を一覧表示します。
例:

initiator# iscsiadm list target-param -v iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266
Target: iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266
        Alias: -
        Bi-directional Authentication: disabled
        Authentication Type: NONE
        Login Parameters (Default/Configured):
                Data Sequence In Order: yes/-
                Data PDU In Order: yes/-
                Default Time To Retain: 20/-
                Default Time To Wait: 2/-
                Error Recovery Level: 0/-
                First Burst Length: 65536/-
                Immediate Data: yes/-
                Initial Ready To Transfer (R2T): yes/-
                Max Burst Length: 262144/-
                Max Outstanding R2T: 1/-
                Max Receive Data Segment Length: 65536/-
                Max Connections: 1/-
                Header Digest: NONE/-
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                Data Digest: NONE/-
         Configured Sessions: 1

iSCSI イニシエータと iSCSI ターゲットデバイスの両方で、ヘッダーダイジェス
トとデータダイジェストのパラメータがどちらも現在 NONE に設定されていま
す。
iSCSI ターゲットデバイスのデフォルトパラメータ値を確認するに
は、69 ページの「iSCSI 構成情報の表示」の iscsiadm list target-param
出力を参照してください。

3. iSCSI イニシエータのパラメータを変更します。
たとえば、ヘッダーダイジェストを CRC32 に設定します。
initiator# iscsiadm modify initiator-node -h CRC32

注記 - イニシエータノード名を変更した場合は、iSNS によって発見されたターゲット
がログアウトし、イニシエータのターゲットリストから削除されることがあります。
また、新しい名前がターゲットと同じ発見ドメインに属していないと、ターゲットが
ログアウトし、イニシエータのターゲットリストから削除されることがあります。た
だし、ターゲットが使用中の場合は、削除されません。たとえば、これらのターゲッ
ト上でファイルが開いている場合またはファイルシステムがマウントされている場合
は、それらのターゲットは削除されません。

これらのターゲットと新しいイニシエータノードの名前が同じ発見ドメインに属して
いる場合は、名前の変更後に新しいターゲットも表示されることがあります。

4. パラメータが変更されたことを確認します。

a.   iSCSI イニシエータの更新済みパラメータ情報を表示します。
例:
initiator# iscsiadm list initiator-node
Initiator node name: iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba4d233b.425c293c
Initiator node alias: zzr1200
        Login Parameters (Default/Configured):
                Header Digest: NONE/CRC32
                Data Digest: NONE/-
        Authentication Type: NONE
        RADIUS Server: NONE
        RADIUS access: unknown
        Configured Sessions: 1

ヘッダーダイジェストは CRC32 に設定されています。

b.   iSCSI ターゲットデバイスの更新済みパラメータ情報を表示します。
例:
initiator# iscsiadm list target-param -v iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266
Target: iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266
        Alias: -
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        Bi-directional Authentication: disabled
        Authentication Type: NONE
        Login Parameters (Default/Configured):
                Data Sequence In Order: yes/-
                Data PDU In Order: yes/-
                Default Time To Retain: 20/-
                Default Time To Wait: 2/-
                Error Recovery Level: 0/-
                First Burst Length: 65536/-
                Immediate Data: yes/-
                Initial Ready To Transfer (R2T): yes/-
                Max Burst Length: 262144/-
                Max Outstanding R2T: 1/-
                Max Receive Data Segment Length: 65536/-
                Max Connections: 1/-
                Header Digest: CRC32/-
                Data Digest: NONE/-
        Configured Sessions: 1

ヘッダーダイジェストは CRC32 に設定されています。

5. iSCSI イニシエータが iSCSI ターゲットに接続し直されたことを確認します。

initiator# iscsiadm list target -v iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266
Target: iqn.1992-08.com.abcstorage:sn.84186266
        TPGT: 2
        ISID: 4000002a0000
        Connections: 1
                CID: 0
                  IP address (Local): nnn.nn.nn.nnn:64369
                  IP address (Peer): nnn.nn.nn.nnn:3260
                  Transport Type: socket
                  Discovery Method: SendTargets
                  Login Parameters (Negotiated):
                        .
                        .
                        .
                        Header Digest: CRC32
                        Data Digest: NONE 

6. (オプション) iSCSI イニシエータまたは iSCSI ターゲットデバイスのパラメータをリ
セットします。
iscsiadm modify コマンドを使用して、パラメータをそのデフォルト値にリセットで
きます。

iscsiadm modify target-param コマンドは、コマンド行で指定されたパラメータの
みを変更します。

次の例では、ヘッダーダイジェストを NONE にリセットする方法を示します。

initiator# iscsiadm modify target-param -h none iqn.1992-08.com.abcstorage:sn...

ヒント - iscsiadm remove コマンドを使用して、すべてのパラメータをそれらのデ
フォルト値にリセットします。

iscsiadm remove target-param コマンドについては、iscsiadm(1M) のマニュアル
ページを参照してください。
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iSCSI 構成に関する問題のトラブルシューティング
一般的な iSCSI 構成に関する問題のトラブルシューティングする際に次のツールを使
用できます。

■ snoop – このツールは更新され、iSCSI パケットをサポートするようになりまし
た。

■ wireshark – このネットワークモニタリングは http://www.wireshark.org/ から
利用できます。

どちらのツールも、ポート 3260 上の iSCSI パケットをフィルタできます。

このセクションでは、iSCSI のさまざまな問題およびエラーメッセージをトラブル
シューティングする方法について説明します。

ローカルシステムから iSCSI ターゲットに接続でき
ない
接続の問題の考えられる原因を特定するには、管理者として iSCSI ターゲット情報を
一覧表示します。

例:
initiator# iscsiadm list target
Target: iqn.2001-05.com.abcstorage:6-8a0900-37ad70401-bcfff02df8a421df-zzr1200-01
        TPGT: default
        ISID: 4000002a0000
        Connections: 0

■ 出力に接続が表示されていない場合は、接続が失敗したことについて、/var/adm/
messages ファイル内で考えられる理由を調査します。
ping コマンドを使用して、接続がアクセス可能かどうかを確認できます。telnet
コマンドを使用してストレージデバイスの iSCSI ポートに接続し、iSCSI サービス
が利用可能かどうかを確認することもできます。デフォルトのポートは 3260 で
す。
さらに、ストレージデバイスのログファイルでエラーを確認します。

■ 出力にターゲットが表示されていない場合は、/var/adm/messages ファイル内で
その考えられる原因を調査します。
SendTargets を発見方式として使用している場合は、-v オプションを使って
discovery-address の一覧表示を試みると、ホストが目的のターゲットを認識してい
るかどうかがわかります。例:

initiator# iscsiadm list discovery-address -v 10.0.0.1

Discovery Address: 10.0.0.1:3260

 Target name: eui.210000203787dfc0
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  Target address:        10.0.0.1:11824

 Target name: eui.210000203787e07b

  Target address:        10.0.0.1:11824

発見方式として iSNS を使用している場合は、iSNS 発見方式を有効にし、v オプ
ションを使用して -isns-server を一覧表示することで、期待されるターゲットが
ホストに認識されることを確認します。例:

initiator# iscsiadm list isns-server -v

iSNS Server IP Address: 10.20.56.56:3205

        Target name: iqn.1992-08.com.xyz:sn.1234566

                Target address:   10.20.57.161:3260, 1

        Target name: iqn.2003-10.com.abc:group-0:154:abc-65-01

                Target address:   10.20.56.206:3260, 1

        Target name: iqn.2003-10.com.abc:group-0:154:abc-65-02

                Target address:   10.20.56.206:3260, 1

.

.

.

ローカルシステム上で iSCSI デバイスまたは iSCSI
ディスクが利用できない

iSCSI デバイスまたはディスクを利用できない場合にトラブルシューティングを行う
には、列挙中にこのターゲット上で発見された LUN を特定します。

例:

# iscsiadm list target -S
Target: iqn.2001-05.com.abcstorage:6-8a0900-37ad70401-bcfff02df8a421df-zzr1200-01
        TPGT: default
        ISID: 4000002a0000
        Connections: 1
        LUN: 0
            Vendor:  ABCSTOR
            Product: 0010 
            OS Device Name: /dev/rdsk/c3t34d0s2

-S オプションを指定すると、列挙中にこのターゲット上で発見された LUN が表示さ
れます。

■ /var/adm/messages ファイルを確認して、エラーが報告されたかどうかを調べ
ます。LUN が一覧表示されるべきなのにそうなっていない場合は、/var/adm/
messages ログファイルを確認してください。

■ ストレージデバイスのログファイルにエラーが記録されていないか確認します。
■ ストレージデバイスのすべての LUN マスクが正しく構成されていることを確認し

ます。
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iSNS 発見方式を使用する場合の LUN マスクの使用
特定のイニシエータに対するストレージの認証を制御する手段として iSNS 発見ドメ
インを使用しないでください。代わりに LUN マスクを使用して、承認されたイニシ
エータだけが LUN にアクセスできることを確認します。

ターゲットが使用中のときに発見ドメインからターゲットを削除しようとした場合、
iSCSI イニシエータはこのターゲットからログアウトしません。このイニシエータが
このターゲット(および関連付けられた LUN) にアクセスしないようにする場合は、
LUN マスクを使用する必要があります。ターゲットを発見ドメインから削除するだけ
では不十分です。

LUN マスクの詳細は、ベンダー固有のストレージドキュメントを参照してください。

iSCSI の一般的なエラーメッセージ
このセクションでは、/var/adm/messages ファイルに見つかる可能性のある iSCSI
メッセージと、考えられる解決方法について説明します。

メッセージの形式は次のとおりです。
iscsi TYPE (OID) STRING (STATUS-CLASS#/STATUS-DETAIL#)

TYPE 接続またはセッションのいずれか。

OID 接続またはセッションのオブジェクト ID。この ID は、OS インス
タンスに一意です。

STRING 状態の説明。

STATUS-CLASS#/
STATUS-DETAIL#

これらの値は、RFC 3720 で定義されている iSCSI ログイン応答と
して返されます。

iscsi connection(OID) login failed - Miscellaneous iSCSI initiator
errors.

原因: 何らかのイニシエータエラーにより、デバイスログインが失敗しました。

iscsi connection(OID) login failed - Initiator could not be
successfully authenticated.

原因: デバイスによるイニシエータの認証が成功しませんでした。

対処方法: 該当する場合には、CHAP 名、CHAP パスワード、または RADIUS サー
バーの設定が正しいことを確認します。
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iscsi connection(OID) login failed - Initiator is not allowed access to
the given target.

原因: イニシエータが iSCSI ターゲットデバイスにアクセスすることを、デバイスが
許可できません。

対処方法: イニシエータ名を確認するとともに、その名前がストレージデバイスに
よって正しくマスクまたはプロビジョニングされていることを確認します。

iscsi connection(OID) login failed - Requested ITN does not exist at
this address.

原因: ユーザーが要求する iSCSI ターゲット名 (ITN) へのアクセスを、デバイスが提
供しません。

対処方法: イニシエータの発見情報が正しく指定されており、ストレージデバイスが
正しく構成されていることを確認します。

iscsi connection(OID) login failed - Requested ITN has been removed and
no forwarding address is provided.

原因: ユーザーが要求する iSCSI ターゲット名 (ITN) へのアクセスを、デバイスが提
供しなくなりました。

対処方法: イニシエータ発見情報が正しく指定されており、ストレージデバイスが正
しく構成されていることを確認します。

iscsi connection(OID) login failed - Requested iSCSI version range is
not supported by the target.

原因: イニシエータの iSCSI バージョンがストレージデバイスによってサポートされ
ていません。

iscsi connection(OID) login failed - No more connections can be
accepted on this Session ID (SSID).

原因: ストレージデバイスは、このイニシエータノードから iSCSI ターゲットデバイ
スへの接続をこれ以上受け入れることができません。

iscsi connection(OID) login failed - Missing parameters (e.g., iSCSI
initiator and/or target name).

原因: ストレージデバイスが、イニシエータ名またはターゲット名が正しく指定され
ていないと報告しています。
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対処方法: iSCSI イニシエータまたはターゲット名を指定します。

iscsi connection(OID) login failed - Target hardware or software error.

原因: ストレージデバイスでハードウェアエラーまたはソフトウェアエラーが発生し
ました。

対処方法: ストレージドキュメントを参照するか、ストレージベンダーに連絡して必
要なサポートを受けます。

iscsi connection(OID) login failed - iSCSI service or target is not
currently operational.

原因: ストレージデバイスが現在動作していません。

対処方法: ストレージドキュメントを参照するか、ストレージベンダーに連絡して必
要なサポートを受けます。

iscsi connection(OID) login failed - Target has insufficient session,
connection or other resources.

原因: ストレージデバイスのリソースが不足しています。

対処方法: ストレージドキュメントを参照するか、ストレージベンダーに連絡して必
要なサポートを受けます。

iscsi connection(OID) login failed - unable to initialize
authentication

iscsi connection(OID) login failed - unable to set authentication

iscsi connection(OID) login failed - unable to set username

iscsi connection(OID) login failed - unable to set password

iscsi connection(OID) login failed - unable to set ipsec

iscsi connection(OID) login failed - unable to set remote
authentication

原因: イニシエータが認証の初期化または設定を正しく行えませんでした。

対処方法: イニシエータの認証が正しく構成されていることを確認します。

iscsi connection(OID) login failed - unable to make login pdu

原因: イニシエータが、イニシエータまたはストレージデバイスの設定に基づいてロ
グインのペイロードデータユニット (PDU) を作成できませんでした。
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対処方法: 任意のターゲットログインパラメータやその他のデフォルト以外の設定値
のリセットを試みます。

iscsi connection(OID) login failed - failed to transfer login
iscsi connection(OID) login failed - failed to receive login response

原因: イニシエータが、PDU をネットワーク接続経由で転送または受信できません
でした。

対処方法: ネットワーク接続が到達可能であることを確認します。

iscsi connection(OID) login failed - received invalid login response
(OP CODE)

原因: ストレージデバイスがログインに対して予想外の応答を返しました。

iscsi connection(OID) login failed - login failed to authenticate with
target

原因: イニシエータがストレージデバイスを認証できませんでした。

対処方法: イニシエータの認証が正しく構成されていることを確認します。

iscsi connection(OID) login failed - initiator name is required

原因: どのアクションを実行する場合も、イニシエータ名が構成されている必要があ
ります。

対処方法: イニシエータ名が構成されていることを確認します。

iscsi connection(OID) login failed - authentication receive failed
iscsi connection(OID) login failed - authentication transmit failed

原因: イニシエータが認証情報を転送または受信できませんでした。

対処方法: 状況に応じて、ストレージデバイスまたは RADIUS サーバーとのネット
ワーク接続を確認します。

iscsi connection(OID) login failed - login redirection invalid

原因: ストレージデバイスが、イニシエータを無効な宛先にリダイレクトしようとし
ました。

対処方法: ストレージドキュメントを参照するか、ストレージベンダーに連絡して必
要なサポートを受けます。
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iscsi connection(OID) login failed - target protocol group tag
mismatch, expected <TPGT>, received <TPGT>

原因: イニシエータとターゲットの TPGT (ターゲットポータルグループタグ、Target
Portal Group Tag) が一致しません。

対処方法: イニシエータ上またはストレージデバイス上の TPGT 発見設定を確認しま
す。

iscsi connection(OID) login failed - can't accept PARAMETER in
security stage

原因: ログインのセキュリティーフェーズで、デバイスがサポートされていないログ
インパラメータで応答しました。

対処方法: パラメータ名が参考のため記載されています。ストレージドキュメントを
参照するか、ストレージベンダーに連絡して必要なサポートを受けます。

iscsi connection(OID) login failed - HeaderDigest=CRC32 is required,
can't accept VALUE

iscsi connection(OID) login failed - DataDigest=CRC32 is required,
can't accept VALUE

原因: このターゲットに対して、CRC32 に設定された HeaderDigest または
DataDigest のみを受け入れるようにイニシエータが構成されています。デバイス
は値 VALUE を返しました。

対処方法: イニシエータとデバイスのダイジェスト設定に互換性があることを確認し
ます。

iscsi connection(OID) login failed - HeaderDigest=None is required,
can't accept VALUE

iscsi connection(OID) login failed - DataDigest=None is required, can't
accept VALUE

原因: このターゲットに対して、NONE に設定された HeaderDigest または
DataDigest のみを受け入れるようにイニシエータが構成されています。デバイス
は値 VALUE を返しました。

対処方法: イニシエータとデバイスのダイジェスト設定に互換性があることを確認し
ます。

iscsi connection(OID) login failed - can't accept PARAMETER

原因: イニシエータはこのパラメータをサポートしません。
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iscsi connection(OID) login failed - can't accept MaxOutstandingR2T
VALUE

原因: イニシエータは、記載された値の MaxOutstandingR2T を受け入れません。

iscsi connection(OID) login failed - can't accept MaxConnections VALUE

原因: イニシエータは、記載された値の最大接続数を受け入れません。

iscsi connection(OID) login failed - can't accept ErrorRecoveryLevel
VALUE

原因: イニシエータは、記載された値のエラー回復レベルを受け入れません。

iscsi session(OID) NAME offline

原因: このターゲット名のすべての接続が、削除されたか、または失敗しました。

iscsi connection(OID) failure - unable to schedule enumeration

原因: イニシエータがこのターゲットの LUN を列挙できませんでした。

対処方法: LUN の列挙を強制実行するには、devfsadm -i iscsi コマンドを実行し
ます。詳細は、devfsadm(1M) のマニュアルページを参照してください。

iscsi connection(OID) unable to connect to target NAME (errno:ERRNO)

原因: イニシエータによるネットワーク接続の確立が失敗しました。

対処方法: 接続エラーに関する特定エラー数については、/usr/include/sys/
errno.h ファイルを参照してください。
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 5 ♦  ♦  ♦        第    5    章 

仮想ファイバチャネルポートの構成

この章では、仮想ファイバチャネルポートとしても知られている、N ポート ID 仮想化
(NPIV) ポートを構成するために使用するステップについて説明します。

この章の内容は次のとおりです。

■ 85 ページの「NPIV の概要」
■ 85 ページの「NPIV の制限事項」
■ 86 ページの「NPIV ポートの操作」

NPIV の概要

NPIV は、1 つのファイバチャネルアダプタが多数の N ポート ID を持つことを可能に
するファイバチャネル機能です。各 N ポートは SAN 上で固有の識別子 (ポート WWN
およびノード WWN) を持ち、ゾーン作成および LUN マスクに使用できます。ソフト
ゾーン作成は、ポート WWN によってポートをグループ化するために使用でき、ゾー
ン作成の優先される方法です。

NPIV の制限事項

ファイバチャネルポートを仮想化するときの NPIV 制限事項は、次のとおりです。

■ NPIV ポートはベアメタルシステムでのブートには使用できません。
■ NPIV ポートが SAN でもっとも適切に使用されるのは、仮想ポートまたは物理

ポートのいずれかのポート数が比較的少ない場合です。また、一部のターゲット
は、NPIV が作成できる大量のポートを処理するための十分なリソースを持たな
い場合もあります。この制限事項が存在するのは、SAN に大量のポートがある
場合、SAN 上で状態変更通知 (SCN) を処理するのに著しく時間がかかるためで
す。可視のポートの数を制限できるゾーン機能を使用することによって、大規模な
SAN でこの制限事項を回避できます。
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■ MPxIO を NPIV と一緒に使用できますが、異なるパスが物理的に冗長であるよう
にする必要があります。

■ NPIV はファブリックトポロジでのみサポートされ、FC またはポイントツーポイ
ントトポロジではサポートされません。

■ NPIV ポートは FC シングルルート I/O 仮想化 (SR-IOV) 仮想機能には作成できませ
ん。

■ すべてのハードウェアが NPIV をサポートすることはかぎりません。スイッチおよ
び HBA (ターゲットではない) の両方が、SAN 内で NPIV をサポートする必要があ
ります。仕様では、HBA は最大 255 個の仮想ポートをサポートする必要がありま
すが、この能力はスイッチのリソースによって定義されます。NPIV サポートのた
めに、スイッチを最新のファームウェアレベルに更新することが必要な場合もあり
ます。

NPIV ポートの操作
仮想化されていない環境では、fcadm コマンドを使用して NPIV を構成できます。

ポートが fcadm から作成されたかどうかに関係なく、NPIV ポートのステータスを判
定するために、fcinfo および fcadm ステータスコマンドが使用できます。このコマ
ンドは、物理ポートとそのポートにホストされている仮想ポートの間の関係を報告し
ます。

luxadm や cfgadm などのほかのファイバチャネルコマンドは NPIV 情報を報告します
が、仮想ポートと物理ポートの区別は行われません。

NPIV ポートの作成方法
始める前に 各仮想ポートはポート名とノード名を持つ必要があります。ポート名は SAN 上で一意

となる必要があります。名前を手動で割り当てるか、組み込みのランダム WWN ジェ
ネレータを使用できます。重複した名前を登録しようとすると、ほとんどのスイッチ
は新しく登録された WWN についてエラーステータスを報告し、スイッチは新しい
WWN を登録しません。

受け入れ可能な名前のフォーマットの詳細については、T11 標準: Fibre Channel
Framing and Signaling (FC-FS 2) を参照してください。

NPIV をサポートしない HBA 上に NPIV ポートを作成しようとした場合、エラーが発
生します。NPIV をサポートする HBA 上に NPIV ポートを作成しようとしたが、NPIV
をサポートしないスイッチに接続されている場合、ポートはオフラインステータスで
作成されます。ステータスは fcinfo(1M) 出力に報告されます。

1. 管理者になります。
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NPIV ポートの削除方法

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. NPIV ポートを作成します。

# fcadm create-npiv-port -p Virtual_Port_WWN -n Virtual_Node_WWN 
PhysicalPort_port_WWN

-p および -n オプションがない場合、ランダム WWN が仮想ポートおよび仮想ノード
にそれぞれ割り当てられます。

例   1 NPIV ポートを作成する

次の例は、WWN が 210000e08b170f1c の物理 HBA ポート上に NPIV ポートを作
成し、仮想ポート WWN は 2000000000000001 に設定され、仮想ノード WWN は
2100000000000001 に設定されます。

# fcadm create-npiv-port -p 2000000000000001 -n 2100000000000001 210000e08b170f1c

NPIV ポートの削除方法
始める前に fcinfo hba-port コマンドを使用して、NPIV ポートの現在の WWN 値を表示しま

す。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. NPIV ポートを削除します。

# fcadm delete-npiv-port -p  Virtual_Port_WWN -n Virtual_Node_WWN 
PhysicalPort_port_WWN

例   2 NPIV ポートを削除する

次の例は、WWN が 210000e08b170f1c の物理 HBA ポート上の NPIV ポートを削除しま
す。

# fcadm delete-npiv-port -p 2000000000000001 -n 2100000000000001 210000e08b170f1c

NPIV ポートステータスの表示方法
1. 管理者になります。
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NPIV ポートステータスの表示方法

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 現在構成済みの NPIV ポートを表示します。
# fcinfo hba-port

NPIV ポート一覧には、現在構成済みの NPIV ポートの一覧が表示されています。

例   3 NPIV ポートのステータスを表示する

次の例は、HBA ポート 210000e08b84f7eb が 1 つの仮想ポートを持つことを示してい
ます。

# fcinfo hba-port
HBA Port WWN: 210000e08b84f7eb
     Port Mode: Initiator
     Port ID: 10100
     OS Device Name: /dev/cfg/c7
     Manufacturer: QLogic Corp.
     Model: 375-3294-01
     Firmware Version: 04.04.00
     FCode/BIOS Version:  BIOS: 1.4; fcode: 1.11; EFI: 1.0;
     Serial Number: 0402F00-0549112895
     Driver Name: qlc
     Driver Version: 20080430-0.00
     Type: N-port
     State: online
     Supported Speeds: 1Gb 2Gb 4Gb
     Current Speed: 4Gb
     Node WWN: 200000e08b84f7eb
     Max NPIV Ports: 63
     NPIV port list:
       Virtual Port1:
             Node WWN: 1110000000000000
             Port WWN: 1210000000000000
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 6 ♦  ♦  ♦        第    6    章 

FCoE ポートの構成

この章では、通常の Ethernet インタフェースでホストされる FCoE ポートの構成方法
について説明します。この情報は、コンバージドネットワークアダプタ (CNA) 上の
ハードウェア FCoE ポートには適用されません。

この章で扱う内容は、次のとおりです。

■ 89 ページの「FCoE の概要」
■ 89 ページの「Oracle Solaris FCoE の制限事項」
■ 90 ページの「FCoE ポートの構成」
■ 93 ページの「CEE-DCBX FCoE スイッチと連携するための Oracle Solaris の構

成」

FCoE の概要

FCoE は、カプセル化されたファイバチャネルフレームを拡張された Ethernet 上で転送
する新しい T11 標準です。FCoE は、大規模な配備でネットワークコンバージェンス
とコスト効果の高い SAN 拡張を可能にします。

Oracle Solaris FCoE の制限事項

Oracle Solaris FCoE イニシエータは、通常の Ethernet コントローラと連携するソフト
ウェア実装です。Oracle Solaris FCoE 実装の次の制限事項に注目してください。

■ FCoE ポートはブート用に使用できません。
■ FCoE ポートは Oracle VM Server for SPARC プラットフォームまたは Oracle VM

Server 3.0 for x86 ゲストオペレーティングシステムで構成できません。
■ FCoE はファブリックトポロジおよびポイントツーポイントトポロジでサポートさ

れています。
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FCoE ポートの構成

FCoE はすべてのハードウェアでサポートされているわけではありません。FCoE
は、802.3x (PAUSE) およびジャンボフレームをサポートし、GLDv3 ドライバを持つ
Ethernet コントローラと連携します。

FCoE ポートの構成

FCoE ポートは fcadm コマンドを使用して構成できます。FCoE ポートのステータスを
判別するために fcinfo および fcadm コマンドを使用します。これらのコマンドは、
Ethernet インタフェースとそのインタフェースにホストされている FCoE ポートの間の
関係も報告します。

luxadm や cfgadm などのほかのファイバチャネルコマンドは FCoE 情報を報告します
が、FCoE とネイティブ FC ポートの区別は行われません。

FCoE ポートの作成

FCoE ポートを作成する前に、次のタスクを実行する必要があります。

■ Ethernet インタフェース上で 802.3x (PAUSE とも呼ばれる) 設定を有効にします。
この設定により、損失のない Ethernet トランスポートが保証されます。

■ Ethernet インタフェース上のジャンボフレーム (2.5K バイトより大きい) を有効に
します。ファイバチャネルデータフレームは、2136 バイトになることがありま
す。
これらの設定は、Ethernet ハードウェアおよびドライバにより異なる場合がありま
す。ほとんどの場合、Ethernet インタフェースの driver.conf ファイルを変更し
てから、リブートする必要があります。これらの機能を有効にする方法の詳細は、
Ethernet インタフェースの driver.conf ファイルを参照してください。
各仮想ポートはポート名とノード名を持つ必要があります。ポート名は SAN 上で
一意となる必要があります。名前を手動で割り当てるか、組み込みの WWN (World
Wide Name) ジェネレータを使用できます。重複した名前を登録しようとすると、
スイッチは新しく登録された WWN についてエラーステータスを報告し、スイッ
チは新しい WWN を登録しません。受け入れ可能な名前のフォーマットの詳細に
ついては、T11 標準: Fibre Channel Framing and Signaling (FC-FS 2) を参照してくだ
さい。
FCoE をサポートしないネットワークインタフェース上に FCoE ポートを作成しよ
うとした場合、エラーが発生して FCoE ポートは作成されません。

■ 次のサービスを有効にします。

# svcadm enable svc:/system/fcoe_target:default

# svcadm enable svc:/system/stmf:default

90 Oracle Solaris 11.3 での SAN デバイスとマルチパス化の管理 • 2016 年 11 月



FCoE ポートの構成

管理者として、次のコマンドを発行して FCoE ポートを作成します。

# fcadm create-fcoe-port -i -p Port-WWN -n Node-WWN Ethernet-interface

選択された Ethernet インタフェースが複数ユニキャストアドレスをサポートしない場
合、そのインタフェース上でプロミスキャス (promiscuous) モードを明示的に有効にす
ることを求めるメッセージが表示されます。

# fcadm create-fcoe-port -i -f Ethernet-interface

例:

# fcadm create-fcoe-port -i net0

FCoE ポートを削除する

管理者として、次のコマンドを発行して FCoE ポートを削除します。

# fcadm delete-fcoe-port network-interface

例:

# fcadm delete-fcoe-port net0

fcadm list-fcoe-ports コマンドを使用して、FCoE ポートをホストする Ethernet イ
ンタフェースを表示できます。

FCoE ポートステータスの表示

管理者として、次のコマンドを発行して、現在構成されている FCoE ポートのステー
タスを表示します。

# fcinfo hba-port -e

例:

# fcinfo hba-port -e
HBA Port WWN: 200000144fc1f5c8
  Port Mode: Initiator
  Port ID: 9a0042
  OS Device Name: /dev/cfg/c6
  Manufacturer: Sun Microsystems, Inc.
  Model: FCoE Virtual FC HBA
  Firmware Version: N/A
  FCode/BIOS Version: N/A
  Serial Number: N/A
  Driver Name: SunFC FCoEI v20090422-1.00
  Driver Version: v20090422-1.00
  Type: N-port
  State: online
  Supported Speeds: 1Gb 10Gb
  Current Speed: 10 Gb
  Node WWN: 100000144fc1f5c8
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FCoE ポートの構成

システム内のすべての FCoE ポートについての FC 固有情報を一覧表示するには:
# fcadm list-fcoe-ports

例:
# fcadm list-fcoe-ports
HBA Port WWN: 2000001b2165a630
        Port Mode: Initiator
        Port ID: e00033
        VLAN ID: 7
        Link Name: net2
        MTU Size: 2500
        Primary MAC Address: 00:1b:21:65:a6:30
        FCoE MAC Address: 0e:fc:00:e0:00:33
        Promiscuous Mode: Off
        State: Online
        FIP Mode: On
        FCoE Hardware Offload: Supported
HBA Port WWN: 2000001b2165a631
        Port Mode: Target
        Port ID: e00034
        VLAN ID: 7
        Link Name: net3
        MTU Size: 2500
        Primary MAC Address: 00:1b:21:65:a6:31
        FCoE MAC Address: 0e:fc:00:e0:00:34
        Promiscuous Mode: Off
        State: Online
        FIP Mode: On
        FCoE Hardware Offload: Supported

FCoE ポートの再初期化の強制実行
FC SAN に新規 FC デバイスが追加された場合や、正しく動作しないデバイスが SAN
に存在することが原因で、FCoE ポートの再初期化を強制することが必要な場合があ
ります。多くの場合、この操作は FC-SAN の問題を解決できます。

このコマンドをターゲットポート側で発行すると、ターゲットポートがリセットされ
ます。コマンドをホストポート側から発行すると、ホストポートがリセットされま
す。

FC スイッチが接続されている場合、SAN のほかの FC ポートはリモート状態変更通知
(RSCN) を受け取ります。また、この操作の後、ほかのイニシエータは常にポートを
再発見し、FC ログインセッションが確立されるか再使用されます。このコマンドは I/
O を中断させるものですが、I/O は継続します。このコマンドによってデータ損失は
発生しません。

管理者として、次のコマンドを発行して、ポートに接続されているリンクの再初期化
を強制的に実行します。
# fcadm force-lip port-number

例:
# fcadm force-lip 200000144fc2d508
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CEE-DCBX FCoE スイッチと連携するための Oracle Solaris の構成

CEE-DCBX FCoE スイッチと連携するための Oracle Solaris
の構成

Oracle Solaris は、IEEE 802.1qaz データセンターブリッジング機能交換 (DCBX) 仕様に
加えて、予備規格のコンバージドエンハンスドイーサネット (CEE) DCBX 仕様 v1.01
もサポートしており、データセンターブリッジング (DCB) を使用する際に、大量のス
イッチとの相互運用を可能にしています。

Oracle Solaris で dcbx-version プロパティーの値を変更することで、操作の DCB モー
ドを設定できます。lldpadm コマンドによって設定される dcbx-version は、FCoE
CEE スイッチの規格に準拠します。次のコマンドを使用して、操作のモードを変更で
きます。
# lldpadm set-agentprop -p dcbx-version=DCBX-mode net0

DCBX-mode の値は次のいずれかになります。

■ auto – IEEE パケットをデフォルトで転送します。ただし、ホストがピアから CEE
パケットを受信すると、モードが CEE に自動的に切り替わります。

■ ieee – IEEE プトロコルを使用して情報を交換します。
■ cee – CEE プロトコルを使用して情報を交換します。

CEE-DCBX についての詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリンク
の管理』 の 第 7 章, 「データセンターブリッジングを使用した集中ネットワークの管
理」を参照してください。

Oracle Solaris では、次の構成オプションを使用して FCoE スイッチと連携できます。

■ 優先度ベースフロー制御対応 Ethernet アダプタの使用
■ コンバージドネットワークアダプタの使用
■ 非 CEE-DCBX FCoE スイッチの使用

優先度ベースフロー制御対応 Ethernet アダプタの使
用
従来型の Ethernet アダプタは、IEEE 802.3x PAUSE 機能しかサポートしません。優先度
ベースフロー制御 (PFC) 対応 Ethernet アダプタでは、IEEE 802.1Qbb/802.3bd 規格をサ
ポートするカードが必要です。たとえば、10G Ethernet を使用している場合は、Intel
10G Ethernet アダプタを使用する必要があります。

PFC 対応 Ethernet アダプタを CEE 対応 DCBX FCoE スイッチに接続した構成により、
iSCSI 信号をピア間で転送できます。

次のハードウェアコンポーネントを使用して、FCoE を Oracle Solaris に配備できま
す。
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優先度ベースフロー制御を使用して CEE-DCBX FCoE スイッチに接続する方法

■ CEE-DCBX FCoE スイッチ
■ PFC 対応 Ethernet アダプタ

次の図は、PFC 対応 Ethernet アダプタを使用した CEE-DCBX FCoE スイッチとの接続
を示します。

図   1 PFC 対応 Ethernet アダプタを使用した CEE-DCBX FCoE スイッチとの接続

優先度ベースフロー制御を使用して CEE-DCBX FCoE スイッチ
に接続する方法

1. NIC 上の PFC を有効にし、必要に応じて MTU を設定します。
次の例では、FCoE ペイロードに対応できるように、NIC MTU が 2500 に設定されて
います。

# dladm set-linkprop -p mtu=2500 net10

2. 優先度ベースフロー制御 (PFC) を設定します。

a.   NIC ドライバファイル /etc/driver/drv/ixgbe.conf で dcb_mode を 1 に設定
します。
dcb_mode=1;

b.   update_drv ixgbe または reboot コマンドを実行します。
# update_drv ixgbe

または
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優先度ベースフロー制御を使用して CEE-DCBX FCoE スイッチに接続する方法

# reboot

ヒント - update_drv コマンドが ixgbe モジュールのアップロードに失敗した場合は、
Oracle Solaris システムをリブートします。

3. NIC フロー制御を auto または pfc に設定します。
auto – IEEE パケットをデフォルトで転送します。ただし、ホストがピアから CEE パ
ケットを受信すると、モードが CEE に自動的に切り替わります。

■ フロー制御を auto に設定するには:

# dladm set-linkprop -p flowctrl=auto net10

■ フロー制御を pfc に設定するには:

# dladm set-linkprop -p flowctrl=pfc net10

注記 - Oracle Solaris FCoE ソフトウェアフレームワークは、ixgbe ドライバのみをサ
ポートします。LLDP および FCoE ソフトウェアスタックは、PFC を有効にしないと
動作しません。

4. NIC 設定の実効値を確認します。

# dladm show-linkprop -p mtu,flowctrl,ntcs net10
LINK     PROPERTY        PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
net10    mtu             rw   2500         2500         1500      576-15500
net10    flowctrl        rw   auto         pfc          no        no,tx,rx,bi,
                                                                  pfc,auto
net10    ntcs            r-   8            8            0         --

コンバージドネットワークアダプタの使用

FC カーネルドライバにより、Oracle Solaris OS でコンバージドネットワークアダプタ
(CNA) カードを FC カードとして扱うことができます。

次のハードウェアコンポーネントを使用し、CNA カードを Oracle Solaris で使用する
ことにより、CEE-DCBX FCoE スイッチと連携できます。

■ CEE-DCBX FCoE スイッチ
■ コンバージドネットワークアダプタ

次の図は、CNA を使用した CEE-DCBX FCoE スイッチとの接続を示します。
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優先度ベースフロー制御を使用して CEE-DCBX FCoE スイッチに接続する方法

図   2 CNA を使用した CEE-DCBX FCoE スイッチとの接続

非 CEE-DCBX FCoE スイッチの使用

次のハードウェアコンポーネントを使用して、Oracle Solaris を非 CEE FCoE スイッチ
と接続できます。

■ 非 CEE-DCBX FCoE スイッチ
■ 任意の Ethernet アダプタ

次の図は、非 CEE-DCBX FCoE スイッチとの接続を示します。
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LLDP デーモンを構成する方法

図   3 非 CEE-DCBX FCoE スイッチとの接続

LLDP デーモンを構成する方法
1. LLDP (Link Layer Discovery Protocol) デーモンをインストールします。

# pkg install lldp

2. LLDP エージェントを構成します。

# lldpadm set-ap -p mode=both net10
# lldpadm set-ap -p dcbx-version=cee net10

注記 - 一部のスイッチでは、Oracle Solaris で値を明示的に cee に設定して CEE を有効
にする必要があります。

3. EFFECTIVE フィールドの値が cee になっているかどうかを確認します。

# lldpadm show-ap -p mode,dcbx-version net10
AGENT      PROPERTY     PERM VALUE       EFFECTIVE   DEFAULT     POSSIBLE
net10      mode         rw   both        both        disable     txonly,rxonly,
                                                                 both,disable
net10      dcbx-version rw   cee         cee         auto        auto,ieee,cee

FCoE 構成が完了すると、FCoE ポートを作成できます。

FCoE ポートがオンラインでない場合は、スイッチ情報を確認および構成すること
で、トラブルシューティングできます。詳細は、98 ページの「スイッチ情報の確
認および構成」を参照してください。
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構成されているポートを変更する方法

LLDP についての詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリンクの管
理』 の 第 6 章, 「リンク層検出プロトコルによるネットワーク接続情報の交換」を参
照してください。

スイッチ情報の確認および構成

スイッチの構成を確認できます。たとえば、Brocade スイッチでは、次のコマンドを
使用して構成を確認できます。

■ show cee maps コマンドを使用して、DCBX が有効になっているかどうかを確認
します。

switch1:root>cmsh

switch1# show cee maps

■ show vlan brief コマンドを使用して、VLAN がポートで有効になっているかどう
かを確認します。

switch1# show vlan brief

■ show lldp neighbors interface コマンドを使用して、スイッチの DCBX 情報
を確認します。

switch1# show lldp neighbors interface

構成されているポートを変更する方法

この手順では、現在のポートがオンラインでないときに、構成されているポートを変
更する例を示します。

1. 構成されているポートを確認します。

switch1# show running-config
...
!
interface TenGigabitEthernet 0/11
 mtu 9208
 switchport
 switchport mode converged
 switchport converged allowed vlan add 1002
 no shutdown
 cee default
!

2. ポートを変更します。

switch1# configure terminal
switch1(config)# interface tengigabitethernet 0/11
switch1(conf-if-te-0/11)# switchport
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FCoE ハードウェアオフロードの構成

switch1(conf-if-te-0/11)# vlan classifier activate group 1 vlan 10002

3. ポートが更新されていることを確認します。

switch1# show running-config
...
!
interface TenGigabitEthernet 0/11
 mtu 9208
 switchport
 switchport mode converged
 switchport converged allowed vlan add 1002
 vlan classifier activate group 1 vlan 1002
 no shutdown
 cee default
...

注記 - スイッチには、行 vlan classifier activate group 1 vlan 1002 が必要で
す。これにより、VLAN ID 1002 が VLAN グループで有効になります。

4. 構成情報を表示します。

switch1:root> fcoe --cfgshow
User Port Status     Port WWN               DeviceCount  Port  Type   MAC               
 VF_ID
=====================================================================================================
...
19        ENABLED   20:13:00:05:1e:b0:1c:80     1        FCoE  VF-Port  00:05:1e:b0:1c:8b 
 128
...

この例では、19 は 0/11 ポートに対応します。

FCoE ハードウェアオフロードの構成

次の表に一覧表示されているチューニング可能な設定を使用して、FCoE ポートを持
つシステムの CPU 使用率を削減し、パフォーマンスを向上させることができます。
これらのチューニング可能な設定は Intel 10 Gb Ethernet デバイスによってサポートさ
れ、ixgbe.conf ファイルに設定されます。

/kernel/drv/ixgbe.conf を /etc/driver/drv/ixgbe.conf  ファイルにコピーし、
FCoE 環境のためのチューニング可能な値を変更します。

表 2 ハードウェアオフロードチューニング可能パラメータ

チューニング可能パラメータ 説明 デフォルト値

fcoe_txcrc_enable ixgbe ドライバが、送信する FCoE パケット
の FC CRC トランザクションをオフロードす
るかどうかを制御します。

1
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チューニング可能パラメータ 説明 デフォルト値

fcoe_lso_enable ixgbe ドライバが、送信する FCoE パケット
の FC 大量送信トランザクションをオフロー
ドするかどうかを制御します。

1

fcoe_rxcrc_enable ixgbe ドライバが、受信する FCoE パケット
の RC CRC トランザクションをオフロードす
るかどうかを制御します。

1

fcoe_lro_enable ixgbe ドライバが、受信する FCoE パケット
の FC 大量受信トランザクションをオフロー
ドするかどうかを制御します。

0

各パラメータについて、値を 0 にするとパラメータが無効になり、値を 1 にすると有
効になります。

コンバージドネットワークアダプタベース FCoE ポートの構成

コンバージドネットワークアダプタ (CNA) は、FC HBA (ファイバチャネルホストバス
アダプタ) と Ethernet NIC (Ethernet ネットワークインタフェースカード) を組み合わせ
て、Ethernet および FCoE トラフィックを転送します。CNA は、FCoE トラフィックを
FC トラフィックに変換し、接続されている SAN に FC ネットワーク経由で送信しま
す。

CNA の利点

第 2 世代の CNA は、一般に SAN の設定に使用されます。CNA を使用する利点は次の
とおりです。

■ CNA をストレージネットワークで使用することでネットワークで使用されるアダ
プタの数が減り、スイッチポート、ケーブル、および PCI Express スロットの数を
減らすのに役立ちます。

■ CNA は、FCoE プロトコル処理タスクをオフロードできるため、サーバー CPU リ
ソースの消費を減らすのに役立ちます。

■ CNA は、PCI Express 拡張インタフェースを使用してサーバーに接続します。
■ CNA は、FC スイッチおよびファイバチャネル管理ユーティリティーで、FC ネッ

トワークを介して使用できます。
■ CNA は、Ethernet トラフィックおよび FCoE トラフィックを伝送または転送できま

す。
■ CNA は、FCoE および FC SAN をすぐに使用できない場合に、スタンドアロン 10

GE NIC として使用できます。
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CNA ベース FCoE ポートの設置および構成

CNA ベース FCoE ポートのハードウェア設置および構成を実行する方法の詳細は、次
のガイドを参照してください。

■ QLogic の場合は、Sun Storage 16 Gb Fibre Channel PCIe Universal Host Bus Adapter,
Qlogic を参照してください。

■ Emulex の場合は、Sun Storage 16 Gb Fibre Channel PCIe Universal Host Bus Adapter,
Emulex を参照してください。

Oracle Solaris でサポートされている各種カードの詳細は、Oracle Storage Networking:
Host Bus Adapters and Converged Network Adapters を参照してください。
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SAS デバイスの構成

Oracle Solaris には、SAS-1、SAS-2、および SAS-3 コントローラ用の自己識別ドライバ
がいくつか含まれています。これらの SAS ドライバは、サポートされるすべてのター
ゲットを自動的に列挙するため、手動構成は必要ありません。

Oracle Solaris OS を実行するシステムは、SAS デバイスからブートしたり、SAS コン
トローラに接続された SATA デバイスからブートしたりできます。

Oracle Solaris は SAS エキスパンダおよび SMP プロトコルもサポートしています。
SPARC および x86 プラットフォームについてのハードウェア互換性の詳細は、Oracle
ハードウェア互換性リストを参照してください。サポートされているディスクコント
ローラの詳細については、http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/hcl/data/s11ga/
components/views/disk_controller_all_results.techtype.page1.html を参照してください。

この章では、SAS デバイス発見およびそれらの構成情報の表示について説明します。

内容は次のとおりです。

■ 103 ページの「SAS デバイスの動的発見」
■ 104 ページの「SAS 構成の表示」

SAS デバイスの動的発見

SAS デバイスの追加および削除は、SAN ネットワーク内で動的に実行されます。SAS
ドメイン内でデバイスを追加または削除した場合、その存在または削除を示すメッ
セージが /var/adm/messages ファイルに書き込まれます。sasinfo コマンドを使
用して、SAS デバイスの追加と削除を確認できます。また、format コマンドを使
用して、ディスクデバイスの追加と削除を確認することもできます。sasinfo ユー
ティリティーは、HBA ポートの属性と、この HBA ポートに接続されることがある
エキスパンダデバイスの属性を報告します。詳細については、sasinfo(1M) および
format(1M) のマニュアルページを参照してください。
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SAS 構成の表示

SAS 構成の表示

このセクションでは、sasinfo コマンドのいくつかのサブコマンドについて説明
します。sasinfo コマンドについて使用可能なほかのサブコマンドの詳細について
は、sasinfo(1M) のマニュアルページを参照してください。

sasinfo hba -v コマンドを使用して、ホスト上の SAS HBA の一覧を表示できます。

例:

# sasinfo hba -v
HBA Name: SUNW-mpt_sas-0
    Manufacturer: ABCETAS2304
    Model:  T5-2_D1
    Firmware Version: 14.0.0.0
    FCode/BIOS Version: not available
    Serial Number: ABCETAS2304ALLT5-2_D1
    Driver Name: mpt_sas
    Driver Version: MPTSAS HBA Driver 00.00.00.29
    Number of HBA Ports: 2
HBA Name: SUNW-mpt_sas-1
    Manufacturer: ABCETAS2304
    Model:  T5-2_D1
    Firmware Version: 14.0.0.0
    FCode/BIOS Version: not available
    Serial Number: ABCETAS2304LLT5-2_D1
    Driver Name: mpt_sas
    Driver Version: MPTSAS HBA Driver 00.00.00.29
    Number of HBA Ports: 3

sasinfo hba-port -v コマンドを使用して、ホストに接続されている SAS HBA のす
べてのポート情報を表示できます。

例:

# sasinfo hba-port -v
HBA Name: SUNW-mpt_sas-0
  HBA Port Name: /dev/cfg/c2
    Type: SAS Device
    State: online
    Local SAS Address: 508002000168bd40
    Attached SAS Address: 5000cca01615535d
    Number of Phys: 1
  HBA Port Name: /dev/cfg/c3
    Type: SAS Device
    State: online
    Local SAS Address: 508002000168bd40
    Attached SAS Address: 5000cca01628a9fd
    Number of Phys: 1
HBA Name: SUNW-mpt_sas-1
  HBA Port Name: /dev/cfg/c1
    Type: SAS Device
    State: online
    Local SAS Address: 508002000168bd41
    Attached SAS Address: 0000000000000003
    Number of Phys: 1
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  HBA Port Name: /dev/cfg/c5
    Type: SAS Device
    State: online
    Local SAS Address: 508002000168bd41
    Attached SAS Address: 5000cca0561e9371
    Number of Phys: 1
  HBA Port Name: /dev/cfg/c6
    Type: SAS Device
    State: online
    Local SAS Address: 508002000168bd41
    Attached SAS Address: 5000cca056188879
    Number of Phys: 1

sasinfo lu -v コマンドを使用して、すべての SAS 論理ユニットを表示できます。

例:

# sasinfo lu -v
OS Device Name: /dev/rdsk/c0t5000CCA056188878d0s2
    HBA Port Name: /dev/cfg/c6
        Target Port SAS Address: 5000cca056188879
            LUN: 0
    Vendor: EXAMPLE
    Product: A109060SAMPLE600G
    Device Type: Disk Device
OS Device Name: /dev/rdsk/c0t5000CCA0561E9370d0s2
    HBA Port Name: /dev/cfg/c5
        Target Port SAS Address: 5000cca0561e9371
            LUN: 0
    Vendor: EXAMPLE
    Product: A109060SAMPLE600G
    Device Type: Disk Device
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 8 ♦  ♦  ♦        第    8    章 

IPFC SAN デバイスの構成

この章では、ホストシステムでの IPFC (Internet Protocol over Fibre Channel) の構成情報
を示し、IPFC デバイスの認識と、SAN における FC 経由の IP の実装について説明し
ます。IPFC ドライバは RFC 2625 をベースとし、IP トラフィックを FC 経由で実行で
きます。

この章で扱う内容は、次のとおりです。

■ 107 ページの「IPFC の考慮事項」
■ 110 ページの「IPFC の呼び出しと構成」

IPFC の考慮事項

IPFC (NFS/NAS および SNDR) の次の考慮事項に注目してください。

■ IPFC は Oracle の 1G ビットスイッチではサポートされません。
■ プロミスキャス (promiscuous) モードはサポートされません。snoop ユーティリ

ティーは使用できません。
■ マルチキャストはブロードキャスト経由でのみサポートされます。
■ IPFC を使用するネットワークカードはルーターとして使用できません。Oracle

Solaris OS では、IP 転送はデフォルトで無効です。
■ IPFC を接続したあと、すべての標準のネットワークコマンドを使用できます。こ

れらのコマンド (telnet、ping、または ftp) は、Ethernet セットアップ内と同じ
方法でこの環境内で使用されます。

■ サポートされるゾーンタイプは、HBA が F ポートポイントツーポイント接続とし
て構成されたファブリックゾーンのみです。

■ カスケードは、ファブリックゾーンの場合のみサポートされます。
■ ゾーンあたりの IPFC デバイスポートの最大数は 253 です。
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ポートインスタンスを判別する方法

ファイバチャネルアダプタのポートインスタンスの判
別

このセクションでは、IPFC 向けの目的のホストシステムを構成する方法について説明
します。ここには、ポートインスタンスを判別して IPFC インスタンスを plumb する
ための手順も含まれています。

ポートインスタンスを判別する方法

この手順の例では、HBA カードが PCI アダプタスロット 5 に配置され、PCI アダプタ
が I/O ボードのスロット 1 にあるアレイが存在すると仮定します。

1. HBA PCI アダプタスロットおよび I/O ボード PCI スロットを判別します。
ファイバチャネル (FC) アダプタポートインスタンスを計算するには、スロット情報が
必要です。カードが存在するスロットおよびカードに関連付けられている番号を、次
のコマンドを使用して判別することもできます。

prtdiag | grep -i pci

2. インスタンス番号を判別します。

a.   /etc/path_to_inst ファイルの fp ドライババインド名を検索します。
サーバーハードウェアマニュアルに記載されているハードウェアパスを見つけて
正しいエントリを判別します。

b.   I/O ボードとスロット情報を使用して検索を絞り込みます。

注記 - 次に示す、サーバーの物理的な位置から HBA のデバイスパスを導出する方法
は、Oracle のすべての Sun サーバーハードウェアについて機能するとはかぎりませ
ん。

i.   PCI アダプタスロット番号にアダプタポートの数を乗算します。
たとえば、HBA が 2 つのポートを持つ場合、2 を乗算します。PCI アダプタ
スロット 5 の HBA でアレイを使用する場合、5 に 2 を乗算して 10 を導出し
ます。

ii.   PCI アダプタ I/O ボードスロット番号を加算します。
PCI アダプタスロット 5 の HBA と、I/O ボードの PCI スロット 1 を使用し
て、10 に 1 を加算して合計は 11 となります。
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iii.   数値を 16 進数に変換します。
数値 11 は 16 進数の「b」に変換されます。

iv.   pci@ hex を使用して、fp エントリを検索します (hex はステップ iii で導出
した数値です)。
次の表に、次のパスを持つ PCI シングル FC ネットワークアダプタデバイス
についてのデバイスパスの各要素を示します。

"/pci@b,2000/SUNW,qlc@2/fp@0,0" 7 "fp"

デバイス名 値

物理名 /pci@b,2000/SUNW,qlc@2/fp@0,0

インスタンス名 7

ドライババインド名 fp

c.   各 FP インスタンスを手動で作成します。

# ipadm create-ip interface-number

この例では、interface-number は fcip7 です。

# ipadm create-ip fcip7

コマンドに成功すると、メッセージがコンソールとメッセージファイルの両方に
表示されます。例:

Sep 13 15:52:30 bytownite ip: ip: joining multicasts failed (7) on fcip0 - 
will use link layer brocasts for multicast

IPFC インスタンスの作成方法

システムの各 FP インスタンスは /dev/fc 内にエントリを持ちます。HBA が除去され
ると、一部の無効なリンクが存在することがあります。IPFC をロードして作成するに
はこの手順を使用します。

1. /dev/fc ファイルの各エントリについて、その HBA ポートを経由して可視となるす
べてのデバイスを表示します。

# luxadm -e dump_map /dev/fc/fp0
Pos  Port_ID Hard_Addr Port WWN         Node WWN         Type
0    610100  0         210000e08b049f53 200000e08b049f53 0x1f (Unknown Type)
1    620d02  0         210000e08b02c32a 200000e08b02c32a 0x1f (Unknown Type)
2    620f00  0         210000e08b03eb4b 200000e08b03eb4b 0x1f (Unknown Type)
3    620e00  0         210100e08b220713 200100e08b220713 0x1f (Unknown Type,Host Bus
 Adapter)
# luxadm -e dump_map /dev/fc/fp1
 No FC devices found. - /dev/fc/fp1
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2. デバイスのリストに基づき、IPFC 通信を確立する必要があるリモートホストから可
視の宛先 HBA を判別します。
この手順の例では、宛先 HBA はポート ID 610100 および 620d02 を持ちます。発信
HBA のポート ID は 620e00 です。

3. 宛先 HBA ポートを確認できる発信 HBA ポートの物理パスを一覧表示します。ここ
で、originating-hba-link はステップ 2 で判別したリンクの変数です。

# ls -l /dev/fc/fp originating-hba-link

次の例で、originating-hba-link の数値は 0 です。

# ls -l /dev/fc/fp 0
lrwxrwxrwx   1 root     root          51 Sep  4 08:23 /dev/fc/fp0 ->
../../devices/pci@8,600000/SUNW,qlc@1/fp@0,0:devctl

4. ステップ 3 で識別した物理パスを検索します。
パス名の出力から、先頭の ../../devices を削除する必要があります。例:

# grep pci@8,600000/SUNW,qlc@1/fp@0,0 /etc/path_to_inst 
"/pci@8,600000/SUNW,qlc@1/fp@0,0" 0 "fp"

5. ステップ 4 のコマンドの出力から、発信 HBA ポートの fp インスタンスを判別しま
す。
インスタンス番号は、出力の「fp」の前に表示されます。次の出力例で、インスタン
ス番号は 0 です。

"/pci@8,600000/SUNW,qlc@1/fp@0,0" 0 "fp"

6. ステップ 5 のインスタンス番号を使用して IPFC をロードし、IPFC インタフェースを
作成します。
この例で、インスタンスは 0 です。

# ipadm create-ip fcip 0

IPFC の呼び出しと構成

インストール後すぐに、ipadm コマンドを使用して IPFC を手動で開始します。後続
のリブートで IPFC ネットワークインタフェースが自動的に開始するようにホストを
構成できます。このセクションでは、ネットワークインタフェースを手動で開始し、
リブート時に自動 plumb するようホストを構成する手順について説明します。
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ネットワークインタフェースを手動で開始する方法
特定のネットマスク値で IPFC を plumb し、IPFC インタフェースを動作させるには、
この手順を使用します。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 適切なネットワークインタフェースを構成します。
ネットワーク管理者に、適切な IP アドレスおよびネットマスク情報を尋ねます。次の
例では、fp インスタンスが 0 で IP アドレスが 192.168.201.10 の IPFC インタフェー
スを有効にします。
# ipadm create-ip fcip0
# ipadm create-addr -T static -a 192.168.201.10 fcip0/ipv4

詳細は、ipadm(1M) のマニュアルページを参照してください。

3. ネットワークが動作していることを確認します。
# ipadm show-if

自動ネットワーク構成用にホストを構成する方法
例ではシステムのホスト名は svc:/system/identity:node サービスに設定されてお
り、この手順でのホスト名は sys-A で、IPFC ネットワークインタフェースは fcip0
です。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. ホスト名が設定されていることを確認します。
# svccfg -s identity:node
svc:/system/identity:node> listprop config/nodename
config/nodename astring  sys-A

ホスト名を設定する必要がある場合、次のような構文を使用します。
# svccfg -s identity:node setprop config/nodename = "neo-1"

3. /etc/inet/hosts ファイルに追加入力を行います。
インストールプログラムは最低限のエントリで /etc/inet/hosts ファイルを作成
します。テキストエディタを使用して、手動で追加入力する必要があります。詳細
は、hosts(4) のマニュアルページを参照してください。
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自動ネットワーク構成用にホストを構成する方法

/etc/inet/hosts ファイルには hosts データベースが含まれています。このファイ
ルには、ホスト名とプライマリネットワークインタフェースの IP アドレスが含まれて
います。また、システムに接続されているほかのネットワークインタフェースの IP ア
ドレスと、システムが知っておく必要があるほかのネットワークインタフェースの IP
アドレスも含まれています。

次の例は etc/inet/host ファイルを示しています。

127.0.0.1      localhost     loghost
192.168.200.70   neo-1     #This is the local host name
192.168.201.10 fcip0 #Interface to network 192.168.201.10

4. ネームサービスの SMF サービスに、ホストの files nis が構成されていることを確
認します。
# svccfg
svc:> select network/nis/client:default
svc:/network/nis/client:default> select name-service/switch
svc:/system/name-service/switch> listprop config/host
config/host astring     "files nis"
svc:/system/name-service/switch> quit
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 9 ♦  ♦  ♦        第    9    章 

x86 ベースシステムのファイバチャネルデバイ
スからの Oracle Solaris OS のブート

この章では、2G ビットおよび 4G ビットのファイバチャネル (FC) HBA ドライバを備
えた Oracle Solaris マルチパス化 I/O 機能を含む Oracle Solaris OS を、x86 ベースシステ
ムに手動でインストールする方法について説明します。Oracle Solaris インストールプ
ログラムのディスク選択部分で、ブート元となるファイバチャネル (FC) デバイスを選
択できます。

この章で扱う内容は、次のとおりです。

■ 113 ページの「ファイバチャネルデバイス用の Oracle Solaris OS 設定要件」
■ 114 ページの「FC デバイス用の Oracle Solaris OS インストールの概要」
■ 115 ページの「FC デバイス用の Oracle Solaris OS インストール手順」

ファイバチャネルデバイス用の Oracle Solaris OS 設定要件

インストールするには次の項目が必要です。

■ Oracle Solaris 11 以降のバージョンのインストール DVD。x86 ベースシステム上に
FC デバイスを構成するには、次のインストール方法が使用できます。
■ 自動インストール – 複数のクライアントをネットワーク上にインストールしま

す。単一システムをインストールするためにメディアからブートできますが、
複数のクライアント用にインストールをカスタマイズする場合はインストール
サーバーが必要です。

■ テキストインストール – メディアまたはインストールサーバーから単一システ
ムをインストールします。

■ x86 ベースシステムに接続されている FC HBA
■ ネットワークベースの OS インストール用の 10/100/1000 Mbps Ethernet ネットワー

ク
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FC デバイス用の Oracle Solaris OS インストールの概要

Oracle の 1 Gb HBA は、x86 ベースシステム上での SAN 経由のブートをサポートしま
せん。Oracle の 4 Gb HBA は、x86 ベースシステム上での SAN 経由のブートをサポー
トします。ほとんどの 2 Gb HBA は、x86 ベースシステム上での SAN 経由のブートを
サポートしますが、次のシステムを除きます。

■ Oracle の StorageTek 2 Gb Enterprise Class Dual-Port Fibre HBA、SG-XPCI2FC-QF2-Z
■ Oracle の StorageTek 2 Gb PCI Dual-Port Fibre HBA、SG-XPCI2FC-QF2
■ Oracle の StorageTek 2 Gb FC PCI Single-Channel Network Adapter、X6767A
■ Oracle の StorageTek 2 Gb FC PCI Dual-Channel Network Adapter、X6768A
■ Oracle の StorageTek 2 Gb FC PCI–X Enterprise Single-Port HBA、SG-XPCI1FC-QL2
■ Oracle の StorageTek 2 Gb FC PCI Single-Port Host Adapter、SG-XPCI1FC-QF2

FC デバイス用の Oracle Solaris OS インストールの概要

インストールを正しく完了するためには、インストールのディスク選択部分で FC
ベースのデバイスを使用します。対話式インストールの最後に、x86 BIOS および FC
HBA BIOS を変更して、マルチパス化されたリモートディスクから Oracle Solaris を
ブートするために使用する FC イニシエータを特定する必要があります。

OS のインストール後、リブートの前に、新しくインストールされた論理ユニット番
号 (LUN) に対して luxadm コマンドを発行して構成情報を収集します。luxadm コマン
ド出力は c#t#d# からアレイ WWN (World Wide Name) および LUN へのマップを提供
します。HBA WWN およびアレイ WWN ポート情報を記録します。

リブート中に、WWN および LUN を使用して、各 HBA の HBA BIOS が、同じアレ
イ上の各 LUN からのブートに使用されるように設定します。CD-ROM またはネット
ワークからディスクにブートを実行するようにシステム BIOS を変更してください。

注記 - HBA およびシステム BIOS を変更するにはコンソールアクセスが必要です。

さらに、Oracle Solaris OS のインストール中は次のことに注意してください。

■ カスタムディスクレイアウトを使用中の場合、オーバーラップ (s2) パーティショ
ンを削除しないでください。x86 ブートインストーラはこのパーティションに依存
します。

■ デフォルトでは、Oracle Solaris I/O マルチパス化機能は単一のブートデバイスへの
複数パスを持つ FC ブートデバイスを管理します。
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FC デバイス用の Oracle Solaris OS インストール手順

FC デバイス用の Oracle Solaris OS インストール手順

次の手順では、FC デバイス用に Oracle Solaris OS をインストールする方法について説
明します。

FC デバイス用の DVD またはネットワークベース OS
インストールを実行する方法

この手順では、FC デバイス用の x86 システム上で Oracle Solaris OS の DVD インス
トールまたはネットワークベースのインストールを実行する方法について説明しま
す。

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 システムのインストール』を参照してください。

始める前に http://www.oracle.com/technetwork/documentation/oracle-storage-
networking-190061.html にある該当する Oracle HBA 設置ガイドの指示に従い、
HBA ハードウェアを設置します。

1. ネットワークでなく DVD-ROM からインストールする場合、Oracle Solaris ソフト
ウェア DVD を DVD-ROM ドライブに挿入します。

2. 初期の電源投入時に、システム BIOS を準備し、ネットワークまたは DVD-ROM のい
ずれか該当する方からブートするよう構成します。

3. 次のいずれかの方法を選択して Oracle Solaris OS をインストールします。

■ 自動インストール - x86 ベースシステムの BIOS からネットワークブートを選択す
ることによって、自動インストールを開始できます。

■ テキストインストール – メディアからブートするか、インストールサーバーから
ブートする場合に GRUB メニューから次のオプションを選択することによって、
テキストインストールを開始できます。

Oracle Solaris 11.3 Text Installer and command line

a.   目的のアレイとアレイに関連付けられた LUN を選択します。

b.   各インストール画面から目的のインストールオプションを選択することによっ
て、インストールを続行します。

c.   インストール画面の最後で選択内容を確認し、Oracle Solaris OS のインストー
ルを開始します。
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FC デバイス用の DVD またはネットワークベース OS インストールを実行する方法

4. インストールが完了したら、システムをリブートする前に、デバイスを構成する準備
をします。

■ 自動インストール – デフォルトでは、システムはインストール後にリブートされ
ません。これは、/usr/share/auto_install/default.xml ファイルに次のマニ
フェストキーワードがあるためです。これは次のことを意味します。

 <auto_install>

   <ai_instance name="default">

.

.

.

したがって、システムがリブートする前に FC デバイスを構成できます。以前のイ
ンストールで次のキーワード値を true に設定した場合、この値を false に変更し
て、システムがリブートする前に FC デバイスを構成できるようにします。

 <auto_install>

   <ai_instance name="default" auto_reboot="true">

.

.

.

■ テキストインストール – インストールが完了したら、デバイスを構成するために
Quit オプションを選択してインストーラを終了します。

5. インストールが完了したあと、リブートする前に、インストール中に選択された LUN
について luxadm display コマンドを発行します。
例:

# luxadm display /dev/rdsk/c0t600015D0002028000000000000001142d0s2
DEVICE PROPERTIES for disk: /dev/rdsk/c0t600015D0002028000000000000001142d0s2
  Vendor:     SUN
  Product ID:     SE6920
  Revision:     0202
  Serial Num:     00500057
  Unformatted capacity:     10240.000 MBytes
  Read Cache:     Enabled
    Minimum prefetch:     0x0
    Maximum prefetch:     0xffff
  Device Type:     Disk device
  Path(s):

  /dev/rdsk/c0t600015D0002028000000000000001142d0s2
  /devices/scsi_vhci/disk@g600015d0002028000000000000001142:c,raw
   Controller     /dev/cfg/c4
    Device Address          213600015d207200,0
    Host controller port WWN          210100e08b206812
    Class          primary
    State          ONLINE
   Controller     /dev/cfg/c11
    Device Address          213600015d207200,0
    Host controller port WWN          210100e08b30a2f2
    Class          primary
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FC デバイス用の DVD またはネットワークベース OS インストールを実行する方法

    State          ONLINE

図のサンプル出力は、次のように MPxIO ベースの c#t#d# を HBA WWN およびアレ
イ WWN にマップするために使用できます。

■ MPxIO c#t#d# = c0t600015d00020280000000000000001142d0
■ アレイ WWN = 213600015d207200, LUN 0
■ HBA WWNs = 210100e08b206812 and 210100e08b30a2f2

6. リブートプロセス中に、1 ページ目の HBA BIOS 画面に入り、ブートデバイスが
Oracle Solaris OS をインストールした FC LUN になるように指定します。
マルチパス化に使用する各 HBA についてこのステップに従い、ブートデバイスが、
Oracle Solaris OS をインストールした FC LUN になるように指定します。

■ QLogic HBA BIOS の場合:

a.   ホストのリブート中に、Ctrl-Q キーを押して HBA BIOS 画面を表示しま
す。

b.   ブートデバイスとして有効にしてブートを有効にする HBA を選択します。
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FC デバイス用の DVD またはネットワークベース OS インストールを実行する方法

c.   ブートデバイスを構成します。

i   「Configuration Settings」を選択します。

ii   「Selectable Boot Settings」を選択します。

iii   「Selectable Boot」が有効に設定されていることを確認します。
このメニューでは、アレイ WWPN を選択することでブートデバイス/
LUN を選択できます。

iv   HBA BIOS 画面を保存して終了します。

■ Emulex HBA BIOS の場合:

a.   ホストのリブート中に、Alt-E キーを押して HBA BIOS 画面を表示します。

b.   ブートデバイスとして有効にしてブートを有効にする HBA を選択します。

c.   「Configure Boot Devices」を選択します。

d.   ブートエントリを選択する。

e.   目的のブートデバイスの WWPN を選択します。

f.   LUN 番号を入力します。

g.   ブート LUN を選択します。

h.   ブートデバイスとアレイ WWPN を選択します。
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i.   HBA BIOS 画面を保存して終了します。
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FC デバイス用の DVD またはネットワークベース OS インストールを実行する方法

この図では次の変更を示しています。

■ Selectable boot = Enabled
■ ARRAY WWN = 213600015d207200
■ ARRAY LUN = 0
■ HBA WWN = 210100e08b206812

7. すべての HBA およびすべての LUN について適切な変更を繰り返します。

8. ベンダーのアクセス方法に従ってシステム BIOS を入力し、ブートデバイスが Oracle
Solaris OS をインストールした FC LUN になるように指定します。

9. システム BIOS 内で指定された FC LUN を使用して、新しくインストールされた
Oracle Solaris OS をリブートします。
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 10 ♦  ♦  ♦        第    1  0    章 

テープデバイス用の持続的なバインド

この章では、/dev エントリが SAN の複数のサーバーにわたって同一であるようにす
るために、テープデバイス用の永続的なバインドを作成する方法について説明しま
す。内容は次のとおりです。

■ 121 ページの「持続的なバインドの概要」
■ 122 ページの「テープリンクの作成」

持続的なバインドの概要

SAN ベースのデータセンター内でサーバーの管理を簡素化するために、Oracle Solaris
OS 内の Oracle の StorageTek SAN Foundation ソフトウェアスタックは SAN 内のデバイ
スを動的に検出し、構成ファイルの編集を必要とすることなく、関連付けられた /dev
ツリーエントリを構築します。

ほとんどの場合、このプロセスは SAN 管理を大幅に簡素化します。ただし、テープ
デバイスの場合は、その /dev エントリがどのように作成されるかを明示的に指定
し、/dev エントリが SAN の複数のサーバーで確実に同じにできることが望ましいこ
とがあります。この章では、ディスクベースデバイスでは自動発見の利点を維持しな
がら Oracle Solaris OS でこのテープバインドを指定する方法について説明します。

/dev/rmt ディレクトリには、テープデバイスについての物理デバイスへのリンク
が /devices の下に含まれています。システムによって認識される各テープ LUN
は、/dev/rmt/ N、/dev/rmt/ Nb、および /dev/rmt/ Nbn という形式の 24 個のマイ
ナーノードによって表現されます。ここで、N は 0 から始まる整数カウンタです。こ
の数値は新規デバイスの列挙中に devfsadm によって選択されます。devfsadm によっ
て検出される新しいテープ論理ユニット番号 (LUN) は、/dev/rmt 内で次に使用でき
る番号を取得します。

/dev/rmt の名前はデバイスツリー内でデバイスが表示される順序に依存するため、
システム間で変化します。複数の異なるシステムによって認識される特定のテープド
ライブについて、/dev/rmt リンクはこれらのシステムごとに異なる可能性がありま
す。この違いは、Symantec (VERITAS) NetBackup (SSO オプション) のほとんどの一
般的な使用法について問題となる可能性があります。また、ドライブが交換された場
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テープリンクの作成

合、ドライブのポート World Wide Name (PWWN) を維持する方法をベンダーが提供し
ないかぎり、リンクは変更されます。

テープリンクの作成

/etc/devlink.tab ファイルはデフォルトデバイステーブルファイルと呼ばれます。
これは、/dev ディレクトリ内でリンクを作成するために devfsadm が使用するルー
ルを指定します。このファイルにはテープのエントリが含まれません。この理由
は、devfsadm はテープドライブのリンクを作成できますが、ルールが追加されて、
テープリンクを作成するためのデフォルト動作が変更されることがあるためです。詳
細は、devlinks(1M) のマニュアルページを参照してください。

Oracle Solaris OS から可視だが devlink ファイル内に指定されないテープドライブに
ついて、devfsadm は 0 から始まるマイナーノード番号を自動的に割り当てます。こ
れらのマイナーノード番号は、/etc/devlink.tab 内で手動で割り当てた低い番号と
競合するため、競合を回避するために十分に高い番号を割り当ててください。

このアプローチでは、重複するリンクが /dev/rmt 内に容易に生成されます。エント
リが /etc/devlink.tab 内に指定されるよりも前に発見されたテープは、リンクが自
動的に作成されます。エントリが追加されて devfsadm が実行されるとき、元のリン
クは /dev/rmt 内に残るため、結果として重複するリンクとなります。/dev/rmt 内の
元のリンクを削除するには、rm /dev/rmt/* コマンドを実行してから devfsadm コマ
ンドを実行します。

このアプローチは、複数の HBA ポートに接続された複数ポートのテープドライブで
は使用できません。同じテープ LUN に対して複数の HBA ポートが接続されている
場合、システムは 1 つでなく 2 つのテープドライブを検出します。prtconf の出力で
最後に表示された方が、/etc/devlink.tab によって生成されたリンクを受け取りま
す。

次の例は、devlink.tab ファイル内でのテープについてのサンプルエントリを示して
います。

type=ddi_byte:tape;addr=PWWN,LUN-number; rmt/rmt-number\M0
 

rmt # は、/dev/rmt/ N が必要とするものに変更します。次に、目的のテープデバイ
スと一致するように PWWN および LUN を変更します。この値は、次の例の既存の
/dev/rmt/ リンクに対して ls -l コマンドを実行することによって取得できます。

# ls -l /dev/rmt/4
lrwxrwxrwx 1 root root 69 Oct 6 14:57 /dev/rmt/4 ->
../../devices/pci@1f,700000/SUNW,qlc@2/fp@0,0/st@w5005076300617717,0:

たとえば、/dev/rmt/ 番号を 40 にする場合、次の例のようなエントリを /etc/
devlink.tab 内に作成します。
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テープデバイスリンクの作成方法

# type=ddi_byte:tape;addr=w5005076300617717,0; rmt/40\M0
 

それから、このドライブが常にマイナーノード 40 として表示されるように、このドラ
イブを使用する SAN 上のすべての Oracle Solaris サーバーの devlink ファイルにこの
行を追加します。

テープデバイスリンクの作成方法
1. 管理者になります。

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. /etc/devlink.tab ファイル内にエントリを作成します。
devfsadm が以前デバイスを発見した場合、既存のリンク上で ls -l コマンドを実行
してデバイスアドレスを判別する必要があります。

注記 - 自動的に構成されるデバイスとの競合を回避するために、/dev/rmt/N 番号を割
り当てるようにしてください。

devlink.tab ファイル内でのエントリの作成についての詳細
は、122 ページの「テープリンクの作成」を参照してください。

3. rm /dev/rmt/* コマンドを実行することによって、/dev/rmt から既存のリンクを削
除します。

4. devfsadm コマンドを実行します。
このコマンドは、不特定のデバイスのリンクを自動的に作成するほか、/etc/
devlink.tab ファイルのエントリのとおりにリンクを作成します。devfsadm コマン
ドの詳細については、devfsadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
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 A ♦  ♦  ♦        付  録  A 

ファブリック接続されたデバイスの手動構成

この付録では、Oracle Solaris OS のファブリックデバイスを構成したり、構成を解除し
たりする方法について説明します。ここでは、ホスト上で可視のファブリックデバイ
スを検出し、マルチパス化ソフトウェアを有効に構成したり有効にしないように構成
したりする方法について説明します。
この章の内容は次のとおりです。

■ 125 ページの「FC デバイスの手動構成」
■ 126 ページの「ファブリックデバイスノードの構成」
■ 128 ページの「マルチパス化が有効にされていないファブリックデバイスノード

の構成」
■ 131 ページの「Oracle Solaris マルチパス化が有効にされているファブリックデバ

イスノードの構成」
■ 135 ページの「ファブリックデバイスの構成の解除」

FC デバイスの手動構成

Oracle Solaris リリースでは、ファブリック接続されたデバイスは、自動的に Oracle
Solaris システムから使用可能になります。

ファブリック接続されたデバイスを手動で構成する場合、次のステップを使用してデ
フォルトの動作を変更します。

注記 - デフォルトの動作を変更すると、ファブリック接続されたすべてのデバイスが
使用できなくなり、ブート時に使用可能となることが必要なファブリック接続された
デバイスに問題が生じる可能性があります。

FC デバイスを手動構成する方法
1. 管理者になります。
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ファブリックデバイスノードの構成

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. /kernel/drv/fp.conf ファイルを /etc/driver/drv/fp.conf ファイルにコピーしま
す。

3. /etc/driver/drv/fp.conf ファイルの次の行をコメント解除することによって、手
動構成を有効にします。

manual_configuration_only=1;

この設定に関する詳細は、cfgadm_fp(1M) および fp(7d) を参照してください。

4. システムをリブートします。

5. ファブリック接続された各デバイスを使用可能にするには、Oracle Solaris I/O マル
チパス化機能を使用しているかどうかに応じて、次のタスクのいずれかを選択してく
ださい。

■ 128 ページの「マルチパス化が有効にされていないファブリックデバイスノード
の構成」

■ 131 ページの「Oracle Solaris マルチパス化が有効にされているファブリックデバ
イスノードの構成」

ファブリック接続されたデバイスの元のデフォルト動作を使用する場合、次のステッ
プを参照してください。

6. /etc/driver/drv/fp.conf ファイルの次の行をコメント化して、手動構成を無効に
します。

# manual_configuration_only=1;

7. システムをリブートします。

# init 6

ファブリックデバイスノードの構成

直接接続システムまたは SAN 内でハードウェアを構成したあと、システムがデバイ
スを認識するようにする必要があります。このセクションでは、SAN の 24 ビット FC
アドレス指定デバイスとしても知られているファブリックデバイスのホスト認識につ
いて説明します。SAN のファブリックデバイス、ポート、およびゾーンを構成したあ
と、システムが接続されているファブリックデバイスを認識することを確認します。
FC サポートを持つ 1 つの SAN には最大 1,600 万個のファブリックデバイスを一緒に
接続できます。
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LUN レベル情報が表示できることを確認する方法

このセクションでは、Oracle Solaris OS の視点から必要となる操作に限定します。こ
こでは、ファブリックデバイスの使用条件やデバイス固有の管理などのほかの側面に
ついては扱いません。ファブリックデバイスがボリュームマネージャーなどのほかの
ソフトウェアによって管理されている場合、追加の指示についてはボリュームマネー
ジャーの製品ドキュメントを参照してください。

LUN レベル情報が表示できることの確認

LUN レベル情報が表示できることを確認する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. LUN レベル情報を識別します。
# cfgadm -al -o show_SCSI_LUN

cfgadm -al -o show_SCSI_LUN controller-ID コマンドをシステムのブート直後に発
行した場合、ファイバチャネルプロトコル (FCP) SCSI LUN レベル情報が出力に表示
されないことがあります。この情報が表示されない理由は、ssd や st ドライバなどの
ストレージデバイスドライバが、実行中のシステムにまだロードされていないためで
す。

3. ドライバがロードされたかどうかを判定します。
例:
# modinfo | grep ssd

ドライバがロードされたあと、LUN レベル情報は cfgadm 出力で表示されます。

システム上で可視のファブリックデバイスを検出する方法

このセクションでは、FC ホストポート c0 および c1 を使用するファブリックデバイ
スを検出するための手順の例を示します。この手順では、cfgadm コマンドで表示され
るファブリックデバイス構成情報についても示します。

注記 - 次の例では、フェイルオーバーパスの接続点 ID (Ap_Id) のみが一覧表示されま
す。システムに表示される Ap_Id は、システム構成に依存します。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。
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マルチパス化が有効にされていないファブリックデバイスノードの構成

2. システムの接続点についての情報を表示します。

# cfgadm -l
Ap_Id                Type         Receptacle   Occupant     Condition
c0                 fc-fabric      connected    unconfigured unknown
c1                 fc-private     connected    configured   unknown

この例で、c0 はファブリック接続されたホストポートを表し、c1 はループ接続され
たプライベートホストポートを表しています。cfgadm コマンドを使用して、ファブ
リック接続されたホストポート上のファブリックデバイス構成を管理します。

デフォルトでは、ループ接続されたプライベートホストポート上でのファブリックデ
バイス構成は、Oracle Solaris OS を実行中のシステムによって管理されます。

3. ホストポートおよびそれらに接続されているファブリックデバイスについての情報を
表示します。

# cfgadm -al
Ap_Id                Type      Receptacle     Occupant   Condition
c0                 fc-fabric   connected    unconfigured unknown
c0::50020f2300006077 disk      connected    unconfigured unknown
c0::50020f23000063a9 disk      connected    unconfigured unknown
c0::50020f2300005f24 disk      connected    unconfigured unknown
c0::50020f2300006107 disk      connected    unconfigured unknown
c1                 fc-private  connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk      connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk      connected    configured   unknown
c1::220203708b8d45f2 disk      connected    configured   unknown
c1::220203708b9b20b2 disk      connected    configured   unknown

注記 - cfgadm -l コマンドは、FC ホストポートについての情報を表示します。cfgadm
-al コマンドを使用しても FC デバイスについての情報を表示できます。c0 に関連付
けられたポート WWN (World Wide Name) を Ap_Id フィールドに含む行はファブリッ
クデバイスを表します。これらのデバイスを管理し、Oracle Solaris OS を使用中のシス
テムでこれらが使用できるようにするには、cfgadm configure および unconfigure
コマンドを使用します。ポート WWN が c1 に属する Ap_Id デバイスは、c1 ホスト
ポート経由で構成されたプライベートループデバイスを表します。

マルチパス化が有効にされていないファブリックデバイスノー
ドの構成

このセクションでは、マルチパス化が有効にされていないシステム上でのファブリッ
クデバイス構成タスクについて説明します。

このセクションの手順では、システム上で可視のファブリックデバイスを検出する方
法と、ファブリックデバイスを構成して Oracle Solaris OS を実行中のシステムで使用
できるようにする方法を示します。このセクションの手順では、特定のデバイスを例
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マルチパス化されていないファブリックデバイスを手動構成する方法

として使用して、cfgadm コマンドを使用してファブリックデバイスを検出および構
成する方法を示します。

提供するファブリックデバイス情報と、cfgadm コマンドによって表示されるデバイス
情報は、システム構成に依存します。

マルチパス化されていないファブリックデバイスを手
動構成する方法

このサンプル手順では、ファブリック接続されたホストポート c0 に接続されたファ
ブリックデバイスを構成する方法について説明します。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 構成するファブリックデバイスを確認します。

# cfgadm -al
Ap_Id                 Type     Receptacle   Occupant     Condition
c0                  fc-fabric  connected    unconfigured unknown
c0::50020f2300006077 disk      connected    unconfigured unknown
c0::50020f23000063a9 disk      connected    unconfigured unknown
c0::50020f2300005f24 disk      connected    unconfigured unknown
c0::50020f2300006107 disk      connected    unconfigured unknown
c1                  fc-private connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk      connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk      connected    configured   unknown
c1::220203708b8d45f2 disk      connected    configured   unknown
c1::220203708b9b20b2 disk      connected    configured   unknown

3. ファブリックデバイスを構成します。

# cfgadm -c configure c0::50020f2300006077

4. 選択されたファブリックデバイスが構成されていることを確認します。

# cfgadm -al
Ap_Id                 Type      Receptacle  Occupant     Condition
c0                   fc-fabric  connected   configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk       connected   configured   unknown
c0::50020f23000063a9 disk       connected   unconfigured unknown
c0::50020f2300005f24 disk       connected   unconfigured unknown
c0::50020f2300006107 disk       connected   unconfigured unknown
c1                   fc-private connected   configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk       connected   configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk       connected   configured   unknown
c1::220203708b8d45f2 disk       connected   configured   unknown
c1::220203708b9b20b2 disk       connected   configured   unknown
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マルチパス化されていない複数のファブリックデバイスを構成する方法

c0 および c0::50020f2300006077 の両方の Occupant 列は configured と表示されて
おり、これは c0 ポートには構成済みの占有装置があり、c0::50020f2300006077 デ
バイスが構成済みであることを示しています。

5. マルチ LUN SCSI デバイスについての FCP SCSI LUN 情報を表示します。
次のコーディング例は、Ap_Id c0:50020f2300006077 を経由して接続されている物
理デバイスに 4 つの LUN が構成されていることを示しています。

# cfgadm -al -o show_SCSI_LUN c0
Ap_Id                 Type       Receptacle   Occupant     Condition
c0                  fc-fabric    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077,0 disk      connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077,1 disk      connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077,2 disk      connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077,3 disk      connected    configured   unknown

デバイスは、Oracle Solaris OS を実行中のシステム上で使用できるようになっていま
す。パスは、c0::50020f2300006077 によって表現される物理デバイス内の各 SCSI
LUN を示します。

マルチパス化されていない複数のファブリックデバイ
スを構成する方法

127 ページの「LUN レベル情報が表示できることの確認」の手順を使用して、最
初にシステムから可視のファブリックデバイスを識別します。この手順では、ファブ
リック接続されたホストポートに接続された、構成が解除されているすべてのファブ
リックデバイスを構成する方法について説明します。例として使用するポートは c0
です。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 構成するファブリックデバイスを確認します。

# cfgadm -al
Ap_Id                Type        Receptacle   Occupant     Condition
c0                   fc-fabric   connected    unconfigured unknown
c0::50020f2300006077 disk        connected    unconfigured unknown
c0::50020f23000063a9 disk        connected    unconfigured unknown
c0::50020f2300005f24 disk        connected    unconfigured unknown
c0::50020f2300006107 disk        connected    unconfigured unknown
c1                   fc-private  connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk        connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk        connected    configured   unknown
c1::220203708b8d45f2 disk        connected    configured   unknown
c1::220203708b9b20b2 disk        connected    configured   unknown
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Oracle Solaris マルチパス化が有効にされているファブリックデバイスノードの構成

3. 選択されたポート上で構成が解除されているすべてのデバイスを構成します。

# cfgadm -c configure c0

注記 - この操作は、個々のデバイスの configure 操作を、c0 上のすべてのデバイスに
対して繰り返します。c0 上のデバイス数が多い場合、時間がかかることがあります。

4. c0 上のすべてのデバイスが構成済みであることを確認します。

# cfgadm -al
Ap_Id                 Type       Receptacle  Occupant    Condition
c0                   fc-fabric   connected   configured  unknown
c0::50020f2300006077 disk        connected   configured  unknown
c0::50020f23000063a9 disk        connected   configured  unknown
c0::50020f2300005f24 disk        connected   configured  unknown
c0::50020f2300006107 disk        connected   configured  unknown
c1                   fc-private  connected   configured  unknown
c1::220203708b69c32b disk        connected   configured  unknown
c1::220203708ba7d832 disk        connected   configured  unknown
c1::220203708b8d45f2 disk        connected   configured  unknown
c1::220203708b9b20b2 disk        connected   configured  unknown

5. マルチ LUN SCSI デバイスについての FCP SCSI LUN 情報を表示します。
次のコーディング例は、c0::50020f2300006077 および c0::50020f2300006107 に
よって表現される物理デバイスは、それぞれ 4 つの LUN が構成されていることを示
しています。c0::50020f23000063a9 および c0::50020f2300005f24 によって表現さ
れる物理デバイスは、それぞれ 2 つの LUN が構成されています。

# cfgadm -al -o show_SCSI_LUN c0
Ap_Id                 Type     Receptacle   Occupant     Condition
c0                  fc-fabric  connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077,0 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077,1 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077,2 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077,3 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f23000063a9,0 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f23000063a9,1 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f2300005f24,0 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f2300005f24,1 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006107,0 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006107,1 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006107,2 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006107,3 disk    connected    configured   unknown

Oracle Solaris マルチパス化が有効にされているファブリック
デバイスノードの構成

このセクションでは、マルチパス化機能が有効にされているシステム上でファブリッ
クデバイス構成ステップを実行する方法について説明します。
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マルチパス化された個々の FC デバイスを構成する方法

ファブリック接続されたホストポートに接続されているデバイスは、デフォルトで
構成されていないため、システムから使用できません。cfgadm configure および
cfgadm unconfigure コマンドを使用して、ファブリックデバイスのためのデバイス
ノード作成を管理します。詳細は、cfgadm_fp(1M) を参照してください。このセク
ションの手順では、システム上で可視のファブリックデバイスを検出し、ファブリッ
クデバイスをマルチパス化デバイスとして構成してシステムで使用できるようにする
ステップを示します。

提供するファブリックデバイス情報と、cfgadm コマンドによって表示されるデバイス
情報は、システム構成に依存します。

マルチパス化された個々の FC デバイスを構成する方
法

このサンプル手順では、ファブリック接続されたホストポート c0 および c2 を使用し
て、マルチパスソフトウェアが有効にされたシステム上でファブリックデバイスをマ
ルチパス化されたデバイスとして構成します。

ファブリックデバイス用の cfgadm -c configure コマンドは、マルチパス化が有効
にされるかどうかにかかわらず同じです。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. マルチパス化されたデバイスとして構成されるデバイスのポート WWN を識別しま
す。
ファブリック接続されたホストポート上にある、fc -fabric とマークされているデ
バイスを探します。これらのデバイスは、cfgadm -c configure コマンドを使用して
構成できるデバイスです。

# cfgadm -al
Ap_Id                 Type      Receptacle  Occupant     Condition
c0                   fc-fabric  connected   unconfigured unknown
c0::50020f2300006077 disk       connected   unconfigured unknown
c0::50020f23000063a9 disk       connected   unconfigured unknown
c1                   fc-private connected   configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk       connected   configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk       connected   configured   unknown
c1::220203708b8d45f2 disk       connected   configured   unknown
c1::220203708b9b20b2 disk       connected   configured   unknown
c2                   fc-fabric  connected   unconfigured unknown
c2::50020f2300005f24 disk       connected   unconfigured unknown
c2::50020f2300006107 disk       connected   unconfigured unknown

上の例で、c0::50020f2300006077 および  c2::50020f2300006107 Ap_Id は、複数
のストレージデバイスコントローラについて異なるポート WWN を持つ同一のスト
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マルチパス化された個々の FC デバイスを構成する方法

レージデバイスを表します。c0 および c2 ホストポートはマルチパス化のために有効
にされています。

3. ファブリックデバイスを構成して、デバイスをシステムから使用できるようにしま
す。

# cfgadm -c configure c0::50020f2300006077 c2::50020f2300006107

4. 選択されたデバイスが構成されていることを確認します。

# cfgadm -al
Ap_Id                 Type      Receptacle  Occupant     Condition
c0                  fc-fabric   connected   configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk       connected   configured   unknown
c0::50020f23000063a9 disk       connected   unconfigured unknown
c1                  fc-private  connected   configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk       connected   configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk       connected   configured   unknown
c1::220203708b8d45f2 disk       connected   configured   unknown
c1::220203708b9b20b2 disk       connected   configured   unknown
c2                   fc-fabric  connected   configured   unknown
c2::50020f2300005f24 disk       connected   unconfigured unknown
c2::50020f2300006107 disk       connected   configured   unknown

c0 および c0::50020f2300006077 の Occupant 列は configured と指定されて
おり、これは c0 ポートには少なくとも 1 つの構成済みの占有装置があり、c0::
50020f2300006077 デバイスが構成済みであることを示しています。c2 および c2::
50020f2300006107 についても同じ変更が実行されています。

構成操作がエラーを出さずに完了した場合、マルチパス化されたデバイスがシステム
上に作成されます。c0::50020f2300006077 および c2::50020f2300006107 で表現さ
れる物理デバイスに複数の SCSI LUN が構成された場合、それぞれの LUN がマルチパ
ス化されたデバイスとして構成されます。次の例は、c0::50020f2300006077 および
c2::50020f2300006107 を使用して 2 つの LUN が構成されることを示しています。
各 Ap_Id はマルチパス化されたデバイスへのパスに関連付けられます。

# cfgadm -al -o show_SCSI_LUN c0::50020f2300006077\ c2::50020f2300006107
Ap_Id                  Type    Receptacle   Occupant     Condition
c0::50020f2300006077,0 disk    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077,1 disk    connected    configured   unknown
c2::50020f2300006107,0 disk    connected    configured   unknown
c2::50020f2300006107,1 disk    connected    configured   unknown

上の例は、c0::50020f2300006077 および c2::50020f2300006107 によって表現され
るデバイスについて 2 つのマルチパス化されたデバイスが作成されることを示してい
ます。

付録A ファブリック接続されたデバイスの手動構成 133



マルチパス化された複数のファブリックデバイスを構成する方法

マルチパス化された複数のファブリックデバイスを構
成する方法

デバイスノードを構成または削除する前に、127 ページの「LUN レベル情報が表示
できることの確認」の手順を使用して、最初にファブリックデバイスを識別するよう
にしてください。

この例で、ファブリック接続されたホストポート上の Ap_Id は、マルチパス化された
デバイスへのパスです。たとえば、c2 を経由したパスを持つすべてのデバイスは構
成されますが、c0 を経由するものは構成されません。c2 はシステムからファブリッ
クへの接続点で、c2::50020f2300006107 はストレージからファブリックへの接続点
です。システムは、そのシステムが構成される目的のファブリック内のすべてのスト
レージデバイスを検出します。

すでに構成されたファブリックデバイス上の Ap_Id を、別の Ap_Id を使用して構成す
ると、以前構成されたファブリックデバイスにパスが追加されます。この場合は新し
いデバイスノードは作成されません。デバイスノードは、対応するファブリックデバ
イスへの Ap_Id がはじめて構成されるときのみ作成されます。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 構成されるファブリック接続されたホストポートを識別します。

# cfgadm -al
Ap_Id                Type        Receptacle  Occupant     Condition
c0                   fc-fabric   connected   configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk        connected   configured   unknown
c0::50020f23000063a9 disk        connected   configured   unknown
c1                   fc-private  connected   configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk        connected   configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk        connected   configured   unknown
c1::220203708b8d45f2 disk        connected   configured   unknown
c1::220203708b9b20b2 disk        connected   configured   unknown
c2                   fc-fabric   connected   unconfigured unknown
c2::50020f2300005f24 disk        connected   unconfigured unknown
c2::50020f2300006107 disk        connected   unconfigured unknown

Ap_Id が c0::50020f2300006077 および c2::50020f2300006107 で表現されるファ
ブリックデバイスは、同じ物理デバイスへの 2 つのパスで、c0::50020f2300006077
はすでに構成されています。選択されたポート上で構成が解除されているファブリッ
クデバイスを構成します。この操作は、個々のデバイスの configure コマンドを、c2
上のすべてのデバイスに対して繰り返します。c2 上のデバイス数が多い場合、時間が
かかることがあります。

# cfgadm -c configure c2

3. c2 上のすべてのデバイスが構成済みであることを確認します。
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ファブリックデバイスの構成の解除

# cfgadm -al
Ap_Id                Type       Receptacle   Occupant     Condition
c0                   fc-fabric  connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk       connected    configured   unknown
c0::50020f23000063a9 disk       connected    configured   unknown
c1                   fc-private connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk       connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk       connected    configured   unknown
c1::220203708b8d45f2 disk       connected    configured   unknown
c1::220203708b9b20b2 disk       connected    configured   unknown
c2                   fc-fabric  connected    configured   unknown
c2::50020f2300005f24 disk       connected    configured   unknown
c2::50020f2300006107 disk       connected    configured   unknown

c2 と、c2 の下にあるすべてのデバイスの Occupant 列に configured のマークが付い
ていることに注目してください。

show_SCSI_LUN  コマンドは、複数の LUN SCSI デバイスについての FCP SCSI LUN
情報を表示します。次のコーディング例は、c2::50020f2300006107 および c2::
50020f2300005f24 によって接続される物理デバイスで、それぞれ 2 つの LUN が構成
されていることを示しています。

# cfgadm -al -o show_SCSI_LUN c2
Ap_Id                 Type     Receptacle   Occupant     Condition
c2                   fc-fabric connected    configured   unknown
c2::50020f2300005f24,0 disk    connected    configured   unknown
c2::50020f2300005f24,1 disk    connected    configured   unknown
c2::50020f2300006107,0 disk    connected    configured   unknown
c2::50020f2300006107,1 disk    connected    configured   unknown

ファブリックデバイスの構成の解除

このセクションでは、ファブリックデバイスのマルチパス化機能の構成を解除するこ
とについて説明します。

ファブリックデバイスの構成の解除

ファブリックデバイスの構成を解除する前に、ファブリックデバイスに対するすべて
の活動を停止し、ファブリックデバイス上のファイルシステムをアンマウントしま
す。アンマウントの指示については、Oracle Solaris 管理のドキュメントを参照してく
ださい。ファブリックデバイスがほかのボリュームマネージャーの制御下にある場
合、ファブリックデバイスの構成を解除する前にボリュームマネージャーのドキュメ
ントを参照してください。
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FC デバイスの構成を手動で解除する方法

FC デバイスの構成を手動で解除する方法

この手順では、ファブリック接続されたホストポート c0 に接続されたファブリック
デバイスの構成を解除する方法について説明します。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 構成を解除するファブリックデバイスを確認します。
ファブリック接続されたホストポート上のデバイスのみ構成を解除できます。
# cfgadm -al
Ap_Id                 Type         Receptacle   Occupant    Condition
c0                   fc-fabric  connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk       connected    configured   unknown
c0::50020f23000063a9 disk       connected    configured   unknown
c1                   fc-private connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk       connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk       connected    configured   unknown

3. ファブリックデバイスの構成を解除します。
# cfgadm -c unconfigure c0::50020f2300006077

4. 選択されたファブリックデバイスの構成が解除されていることを確認します。
# cfgadm -al
Ap_Id                Type         Receptacle   Occupant     Condition
c0                 fc-fabric    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk       connected    unconfigured unknown
c0::50020f23000063a9 disk       connected    configured   unknown
c1                 fc-private   connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk       connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk       connected    configured   unknown

FC ホストポート上のすべての FC デバイスの構成を解除する方法

この手順では、ファブリック接続されたホストポートに接続された、構成されている
すべてのファブリックデバイスの構成を解除する方法について説明します。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 構成を解除するファブリックデバイスを確認します。
ファブリック接続されたホストポート上のデバイスのみ構成を解除できます。
# cfgadm -al
Ap_Id                Type         Receptacle   Occupant     Condition
c0                 fc-fabric   connected    configured   unknown
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マルチパス化された FC デバイスの構成を解除する方法

c0::50020f2300006077 disk      connected    configured   unknown
c0::50020f23000063a9 disk      connected    configured   unknown
c1                 fc-private  connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk      connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk      connected    configured   unknown

3. 選択されたポート上の各ファブリックデバイスに対するすべての活動を停止し、各
ファブリックデバイス上のファイルシステムをアンマウントします。
ファブリックデバイスがほかのボリュームマネージャーの制御下にある場合、ファブ
リックデバイスの構成を解除する前にボリュームマネージャーのドキュメントを参照
してください。
# cfgadm -c unconfigure c0

4. 選択されたポート上で構成されているすべてのファブリックデバイスの構成を解除し
ます。

注記 - この操作は、個々のファブリックデバイスの unconfigure 操作を、c0 上のすべ
てのデバイスに対して繰り返します。c0 上のデバイス数が多い場合、この処理は時間
がかかることがあります。

5. c0 上のすべてのデバイスの構成が解除されていることを確認します。
# cfgadm -al
Ap_Id                Type         Receptacle   Occupant     Condition
c0                   fc-fabric    connected    unconfigured unknown
c0::50020f2300006077 disk         connected    unconfigured unknown
c0::50020f23000063a9 disk         connected    unconfigured unknown
c1                   fc-private   connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk         connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk         connected    configured   unknown

c0 と、これに接続されているすべてのファブリックデバイスの Occupant 列が
unconfigured と表示されていることに注目してください。

マルチパス化された FC デバイスの構成を解除する方法

この手順では、マルチパス化されたデバイスに関連付けられたファブリックデバイス
の構成を解除する方法を示すために、ファブリック接続されたホストポート c0 およ
び c2 を示します。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 構成を解除するファブリックデバイスのポート WWN を確認します。
# cfgadm -al
Ap_Id                 Type       Receptacle   Occupant    Condition
c0                   fc-fabric   connected    configured   unknown
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c0::50020f2300006077 disk        connected    configured   unknown
c0::50020f23000063a9 disk        connected    configured   unknown
c1                   fc-private  connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk        connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk        connected    configured   unknown
c2                   fc-fabric   connected    configured   unknown
c2::50020f2300005f24 disk        connected    configured   unknown
c2::50020f2300006107 disk        connected    configured   unknown

この例では、c0::50020f2300006077 および c2::50020f2300006107 の Ap_Id は、1
つのマルチパス化されたデバイスに関連付けられた同一デバイスについての異なる
ポート WWN を表しています。c0 および c2 ホストポートは、使用が有効にされてい
ます。

3. 選択されたポート上の各ファブリックデバイスに対するすべてのデバイス活動を停止
し、各ファブリックデバイス上のファイルシステムをアンマウントします。
デバイスがほかのボリュームマネージャーの制御下にある場合、ファブリックデバイ
スを維持するために、ボリュームマネージャーのドキュメントを参照してください。

4. デバイスに関連付けられたファブリックデバイスの構成を解除します。
ファブリック接続されたホストポート上のデバイスのみが、cfgadm -c unconfigure
コマンドで構成を解除できます。

# cfgadm -c unconfigure c0::50020f2300006077 c2::50020f2300006107

注記 - cfgadm -c unconfigure c0::1111, c1::2222, c3::3333 というコマンド例
で示すように、デバイスを最大 8 つのパスから個別に削除できます。代替の方法とし
て、cfgadm -c unconfigure c0 という例で示すように、パスのセットすべてをホス
トから削除できます。

5. 選択されたデバイスの構成が解除されていることを確認します。
# cfgadm -al
Ap_Id                Type       Receptacle   Occupant     Condition
c0                 fc-fabric    connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk       connected    unconfigured unknown
c0::50020f23000063a9 disk       connected    configured   unknown
c1                 fc-private   connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk       connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk       connected    configured   unknown
c2                 fc-fabric    connected    configured   unknown
c2::50020f2300005f24 disk       connected    configured   unknown
c2::50020f2300006107 disk       connected    unconfigured unknown

Ap_Id の c0::50020f2300006077 および c2::50020f2300006107 の構成が解除され
ていることに注目してください。c0 および c2 の Occupant 列は、引き続きこれらの
ポートを configured と表示していますが、この理由は、これらのポートがほかの構
成済みの占有装置を持つためです。

Ap_Id c0::50020f2300006077 および c2::50020f2300006107 に関連付けられている
マルチパス化されたデバイスは、システムから使用できなくなりました。次の 2 つの
デバイスはシステムから削除されました。
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/dev/rdsk/c6t60020F20000061073AC8B52D000B74A3d0s2

/dev/rdsk/c6t60020F20000061073AC8B4C50004ED3Ad0s2

マルチパス化された FC デバイスへの 1 つのパスの構成を解除す
る方法

前のセクションの手順に対して、この手順では、c2::50020f2300006107 に関連付け
られた 1 つのデバイスの構成を解除し、ほかのデバイス 50020f2300006077 を構成し
たままにする方法を示します。ファブリック接続されたホストポート上のデバイスの
みが、cfgadm unconfigure コマンドで構成を解除できます。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 構成を解除するマルチパス化されたデバイスの Ap_Id を確認します。
# cfgadm -al
Ap_Id                 Type       Receptacle   Occupant    Condition
c0                   fc-fabric   connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk        connected    configured   unknown
c0::50020f23000063a9 disk        connected    configured   unknown
c1                   fc-private  connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk        connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk        connected    configured   unknown
c2                   fc-fabric   connected    configured   unknown
c2::50020f2300005f24 disk        connected    configured   unknown
c2::50020f2300006107 disk        connected    configured   unknown

この例では、c0::50020f2300006077 および c2::50020f2300006107 の Ap_Id は、同
一デバイスの異なるポート WWN を表しています。

3. デバイスに関連付けられた Ap_Id の構成を解除します。

注記 - Ap_Id が、デバイスに対して構成された最後のパスを表す場合、パスに対する
すべての活動を停止し、パス上のファイルシステムをアンマウントします。マルチパ
ス化デバイスがほかのボリュームマネージャーの制御下にある場合、ファブリックデ
バイスを維持するために、ボリュームマネージャーのドキュメントを参照してくださ
い。

次の例で、c2::50020f2300006107 で示すパスは構成が解除され、c0::
50020f2300006077 は構成されたままになっており、マルチパス化デバイスの複数パ
スのいずれか 1 つの構成のみ解除する方法を示しています。

# cfgadm -c unconfigure c2::50020f2300006107

4. 選択されたパス c2::50020f2300006107 の構成が解除されていることを確認します。
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マルチパス化されたすべてのファブリックデバイスの構成を解除する方法

# cfgadm-al
Ap_Id                Type       Receptacle   Occupant     Condition
c0                   fc-fabric  connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk       connected    configured   unknown
c0::50020f23000063a9 disk       connected    configured   unknown
c1                   fc-private connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk       connected    configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk       connected    configured   unknown
c2                   fc-fabric  connected    configured   unknown
c2::50020f2300005f24 disk       connected    configured   unknown
c2::50020f2300006107 disk       connected    unconfigured unknown

その Ap_Id に関連付けられたデバイスは、c0::50020f2300006077 で表現される別の
パスを経由して、引き続きシステムから使用できます。1 つのファブリックデバイス
は複数の Ap_Id に接続でき、1 つの Ap_Id は複数のデバイスに接続できます。

/dev/rdsk/c6t60020F20000061073AC8B52D000B74A3d0s2
and
/dev/rdsk/c6t60020F20000061073AC8B4C50004ED3Ad0s2

マルチパス化されたすべてのファブリックデバイスの構成を解除
する方法

ファブリック接続されたホストポート上の Ap_Id は、マルチパス化されたデバイスへ
のパスです。

マルチパス化されたデバイスに対して、複数の Ap_Id が接続されている場合、1 つの
Ap_Id の構成を解除したあともデバイスは引き続きシステムから使用できます。最後
の Ap_Id の構成を解除したあとは、ほかのパスが残っていないため、デバイスはシス
テムから使用できなくなります。ファブリック接続されたホストポート上のデバイス
のみ構成を解除できます。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 構成を解除するデバイスを確認します。
# cfgadm -al
Ap_Id                Type       Receptacle   Occupant     Condition
c0                   fc-fabric  connected    configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk       connected    configured   unknown
c0::50020f23000063a9 disk       connected    configured   unknown
c1                   fc-private connected    configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk       connected    configured   unknown
c1::220203708b9b20b2 disk       connected    configured   unknown
c2                   fc-fabric  connected    configured   unknown
c2::50020f2300005f24 disk       connected    configured   unknown

3. 選択されたポート上で構成されているすべてのデバイスの構成を解除します。
# cfgadm -c unconfigure c2
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注記 - この操作は、個々のデバイスの unconfigure コマンドを、c2 上のすべてのデバ
イスに対して繰り返します。c2 上のデバイス数が多い場合、この処理は時間がかかる
ことがあります。

4. c2 上のすべてのデバイスの構成が解除されていることを確認します。
# cfgadm -al
Ap_Id                Type       Receptacle   Occupant     Condition
c0                   fc-fabric  connected   configured   unknown
c0::50020f2300006077 disk       connected   configured   unknown
c1                   fc-private connected   configured   unknown
c1::220203708b69c32b disk       connected   configured   unknown
c1::220203708ba7d832 disk       connected   configured   unknown
c2                   fc-fabric  connected   unconfigured unknown
c2::50020f2300005f24 disk       connected   unconfigured unknown
c2::50020f2300006107 disk       connected   unconfigured unknown

Occupant 列では、c2 と、c2 に接続されたすべてのデバイスが unconfigured と表示
されていることに注目してください。
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 B ♦  ♦  ♦        付  録  B 

サポートされる FC-HBA API

この付録には、サポートされる FC-HBA インタフェースのリストが含まれています。
API に関する詳細は、13 ページの「Oracle Solaris I/O マルチパス化の概要」を参照し
てください。

サポートされるファイバチャネル HBA API

Oracle Solaris I/O マルチパス化では、次の FC-HBA インタフェースがサポートされま
す。

■ HBA_GetVersion
■ HBA_LoadLibrary
■ HBA_FreeLibrary
■ HBA_GetNumberofAdapters
■ HBA_GetAdapterName
■ HBA_OpenAdapter
■ HBA_CloseAdapter
■ HBA_GetAdapterAttributes
■ HBA_GetAdapterPortAttributes
■ HBA_GetDiscoveredPortAttributes
■ HBA_GetPortAttributesbyWWN
■ HBA_SendCTPassThru
■ HBA_SendCTPassThruV2
■ HBA_RefreshInformation
■ HBA_GetFcpTargetMapping
■ HBA_SendScsiInquiry
■ HBA_SendReportLuns
■ HBA_SendReadCapacity
■ HBA_SetRNIDMgmtInfo
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■ HBA_GetRNIDMgmtInfo
■ HBA_SendRNID
■ HBA_SendRNIDV2
■ HBA_ScsiInquiryV2
■ HBA_ScsiReportLUNsV2
■ HBA_ScsiReadCapacityV2
■ HBA_OpenAdapterByWWN
■ HBA_RefreshAdapterConfiguration
■ HBA_GetVendorLibraryAttributes
■ HBA_GetFcpTargetMappingV2
■ HBA_SendRLS
■ HBA_RegisterForAdapterEvents
■ HBA_RegisterForAdapterAddEvents
■ HBA_RegisterForAdapterPortEvents
■ HBA_RegisterForTargetEvents
■ HBA_RegisterForAdapterTargetEvents
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 C ♦  ♦  ♦        付  録  C 

マルチパス化に関連する問題のトラブルシュー
ティング

この付録では、マルチパス化機能の実行中に発生する可能性がある問題の解決方法を
提供します。
この章の内容は次のとおりです。

■ 145 ページの「シングルユーザーモードでブートの失敗から回復する方法」
■ 146 ページの「システムクラッシュから回復する方法」

stmsboot の実行中にシステムがブートに失敗する、またはク
ラッシュする

stmsboot の有効化 (-e)、無効化 (-d)、または更新 (-u) 操作の後にシステムがブート
に失敗した場合、シングルユーザーモードで回復するための次のステップを実行しま
す。

シングルユーザーモードでブートの失敗から回復する
方法

1. root ユーザーパスワードを入力してシングルユーザーモードを開始します。

2. mpxio-upgrade サービスを再起動します。

# svcadm restart svc:/system/device/mpxio-upgrade:default

このコマンドが成功しない場合、次のセクションにある指示に従って元の構成を回復
します。
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システムクラッシュから回復する方法

stmsboot の有効化 (-e)、無効化 (-d)、または更新 (-u) 操作の後、システムにハング
アップ、パニック、またはブートの失敗が発生した場合、元のマルチパス化構成を回
復するための次のステップを実行します。

1. 別のブート可能ディスクかインストール DVD を使用するか、またはネットワーク経
由でシステムをブートします。

■ SPARC プラットフォーム: インストールメディアまたはネットワーク上のインス
トールサーバーからブートする場合、テキストインストールを選択します。インス
トールサーバーからブートする場合、次のコマンドを使用します。

ok boot net:dhcp

■ x86 プラットフォーム: インストールメディアまたはネットワーク上のインストー
ルサーバーからブートする場合、GRUB メニューから次のテキストインストール
オプションを選択します。

Oracle Solaris 11.3 Text Installer and command line

■ 次のメニューからオプション 3 Shell を選択します。

        1  Install Oracle Solaris

        2  Install Additional Drivers

        3  Shell

        4  Terminal type (currently sun-color)

        5  Reboot

Please enter a number [1]: 3

To return to the main menu, exit the shell

2. ZFS ルートプールをインポートします。
# zpool import -f rpool

3. ルート BE をマウントします。
# mkdir /a
# beadm mount solaris /a

4. 元の fp.conf ファイル (FC マルチパス化の場合) または mpt.conf (SAS マルチパス
化の場合) を次のようにして復元します。

■ stmsboot -e コマンドまたは stmsboot -d コマンドを実行した場合、次のよう
にします。

■ SAS マルチパス化の場合:

# cp /a/etc/mpxio/mpt.conf /a/etc/driver/drv/mpt.conf
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■ FC マルチパス化の場合:

# cp /a/etc/mpxio/fp.conf /a/etc/driver/drv/fp.conf

■ stmsboot -u コマンドを実行して、fp.conf ファイルまたは mpt.conf  を変更
した場合、/a/etc/driver/drv/fp.conf または /a/etc/driver/drv/mpt.conf
ファイルのいずれかを編集することによって、このファイルに対して実行した変
更を元に戻します。

5. stmsboot コマンドを実行する前にマルチパス化構成に対して実行したほかの変更を
元に戻します。
たとえば、scsi_vhci.conf ファイルを変更した場合、/a/etc/driver/drv/
scsi_vhci.conf ファイルを編集することによって、このファイルに対して実行した
変更を元に戻します。

たとえば、scsi_vhci.conf ファイルを変更した場合、/a/kernel/drv/
scsi_vhci.conf ファイルを編集することによって、このファイルに対して実行した
変更を元に戻します。

ストレージアレイのデバイス設定を変更した場合、元の設定を復元します。

6. 元の /etc/vfstab ファイルを復元します。

# cp /a/etc/mpxio/vfstab /a/etc/vfstab

/a/etc/mpxio/vfstab ファイルは stmsboot コマンドが vfstab ファイルを更新す
る前に保存した、元の /etc/vfstab ファイルのコピーです。stmsboot コマンドが
vfstab ファイルを変更しなかった場合、/a/etc/mpxio/vfstab ファイルは存在しま
せん。

7. システムが x86 ベースシステムの Oracle Solaris OS 上で実行中の場合、次のステッ
プを実行します。

a.   元の /boot/solaris/bootenv.rc ファイルを復元します。

# cp /a/etc/mpxio/bootenv.rc /a/boot/solaris/bootenv.rc

/a/etc/mpxio/bootenv.rc ファイルは、bootenv.rc ファイルを更新する前
に stmsboot コマンドが保存した元の /boot/solaris/bootenv.rc ファイルの
コピーです。stmsboot コマンドが bootenv.rc ファイルを変更しなかった場
合、/a/etc/mpxio/bootenv.rc  ファイルは存在しません。

b.   ブートアーカイブを更新します。

# bootadm update-archive -R /a

8. mpxio-upgrade サービスを無効にします。

# /usr/sbin/svccfg -f /a/etc/mpxio/svccfg_recover
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9. BE をアンマウントします。
# beadm umount solaris

10. UFS ルートファイルシステムをアンマウントします。
# umount /a

11. システムをリブートします。
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 D ♦  ♦  ♦        付  録  D 

ディスクターゲットドライバのプロパティーの
チューニング

この付録では、sd-config-list または ssd-config-list グローバルプロパティーを
使用して、.conf ファイル内の Oracle Solaris ディスクターゲットドライバ (sd または
ssd ドライバ) のプロパティーをチューニングする方法について説明します。

付録では、ディスクターゲットドライバのプロパティーをチューニングするための次
の形式について説明します。

■ 150 ページの「ディスクドライバをチューニングするための Name:Value ペア形
式」

■ 152 ページの「ディスクドライバをチューニングするビットマスク形式」

ディスクドライバのチューニング可能なパラメータ

ディスクドライバをチューニングするチューニング可能パラメータでは次の接頭辞カ
テゴリを使用します。

■ BCD – 表3に示す 2 進化 10 進数
■ delay – 再試行の発行の遅延時間
■ timeout - プロセスで許可される最大時間
■ reset – リセット制御
■ retries – 失敗までの再試行回数
■ throttle – アクティビティー制御

Oracle Solaris 10 および Oracle Solaris 11 では、次のチューニング可能パラメータ名と
それらのデータ型がサポートされています。

cache-
nonvolatile

BOOLEAN

controller-
type

UINT32
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delay-busy UINT32

disksort BOOLEAN

emulation-rmw UINT32

physical-
block-size

UINT32

reset-lun BOOLEAN

retries-busy UINT32

retries-
timeout

UINT32

retries-
notready

UINT32

retries-reset UINT32

rmw-type UINT32

timeout-
releasereservation

UINT32

throttle-max UINT32

throttle-min UINT32

Oracle Solaris 11 でのみサポートされているチューニング可能パラメータはすべて
BOOLEAN データ型です。パラメータ:

■ cdb-suppress-dpofua
■ mmc-gesn-polling
■ power-condition

注記 - BOOLEAN 値は TRUE または FALSE である必要があります。

ディスクドライバをチューニングするための Name:Value ペア形
式

sd および ssd ドライバは、特定のチューニング可能プロパティー値を設定できる
JSON テキスト name:value 形式をサポートします。
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sd ドライバには次の構文を使用します。

sd-config-list = duplet [, duplet]*;

注記 - エントリはセミコロンで終了させてください。そうしないと、構成は無効にな
り、プロパティーはデフォルト値を保持します。

ssd ドライバには次の構文を使用します。

ssd-config-list = duplet [, duplet]*;

ここで、duplet は「VIDPID」、「tunable [, tunable]*」です

VID SCSI INQUIRY コマンドへのデバイス応答のベンダー ID (VID)
フィールドの内容。VID フィールドは 8 文字の長さにする必要が
あります。VID フィールドが 8 文字未満の場合、VID の長さが 8
文字になるように空白を追加する必要があります。例4「sd.conf
ファイルの 2 つのターゲットデバイスの構成」を参照してくださ
い。

PID SCSI INQUIRY コマンドへのデバイス応答の製品 ID (PID) フィール
ドの内容。PID には左揃えの 16 文字まで含めることができます。
16 文字未満を指定した場合、比較は指定した PID の長さに制限さ
れます。

tunable[, tunable] * tunable は name:value ペアです。

注記 - チューニング可能パラメータのスペルを間違えるか、セミコロンでエントリを
終了していない場合、構成は無効になり、デバイスのプロパティーのデフォルト値が
保持されます。

PID 値は、SCSI INQUIRY コマンドによって返された接頭辞値と sd-config-list ま
たは ssd-config-list の PID が同じである場合に、一致とみなされます。たとえ
ば、CMS200 が sd-config-list または ssd-config-list エントリの PID であり、
SCSI INQUIRY コマンドで返された PID が CMS200-R、CMS200-T、または CMS200-
UV10 である場合、すべて一致とみなされます。

SPARC プラットフォームで、ターゲットデバイスが FC デバイスであるかどうか、お
よびデバイスで MPxIO が有効にされているかどうかによって、そのデバイスを sd ま
たは ssd ドライバにバインドできます。prtconf コマンドを使用して、デバイス構成
情報をチェックできます。prtconf(1M) マニュアルページを参照してください。

例   4 sd.conf ファイルの 2 つのターゲットデバイスの構成

次の例では、sd.conf ファイルで 2 つのターゲットデバイス SAMPLE および SUM を構
成する方法を示します。
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sd-config-list = "SAMPLE  STTU1234566AB", "delay-busy:6000000000", 
                 "SUM     ABC200_R", "retries-busy:5, throttle-max:300";

この例で、デバイス SAMPLE の場合、VID は SAMPLE で、PID は STTU1234566AB で
す。再試行までの遅延時間は 6 秒に設定されます。

デバイス SUM の場合、VID は SUM で、PID は ABC200_R です。I/O ビジーステータスで
の再試行回数は 5 に設定されます。最大スロットル値は 300 に設定されます。

例   5 ssd.conf ファイルの 2 つのターゲットデバイスの構成

次の例では、ssd.conf ファイルで 2 つのターゲットデバイス GATES および SINE を構
成する方法を示します。

ssd-config-list = "GATES   AB568536611CD46G", "reset-lun:TRUE", 
                  "SINE    XYZ200_R", "retries-notready:6, throttle-min:200";

この例で、デバイス GATES の場合、VID は GATES で、PID は AB568536611CD46G で
す。reset-lun チューニング可能パラメータの TRUE の値は、LUN がリセットされる
ことを示します。

デバイス SINE の場合、VID は SINE で、PID は XYZ200_R です。I/O の準備ができてい
ない場合の再試行の回数は 6 に設定されます。最小スロットル値は 200 に設定されま
す。

ディスクドライバをチューニングするビットマスク形式

ビットマスク形式 (Version1 形式とも呼ばれる) を使用して、パラメータをチューニ
ングできます。このビットマスク形式には、プロパティー配列のエントリを格納する
sd-config-list プロパティーが含まれます。

sd ドライバには次の構文を使用します。

sd-config-list = duplet [, duplet ]*;
sd-ver1-conf-data = 1, mask, value-sequence;

注記 - エントリはセミコロンで終了させてください。そうしないと、構成は無効にな
り、プロパティーはデフォルト値を保持します。

ssd ドライバには次の構文を使用します。

ssd-config-list = duplet [, duplet ]*;
sd-ver1-conf-data = 1, mask, value-sequence;

ここで duplet は「VIDPID」、「sd-ver1-conf-data」です。

152 Oracle Solaris 11.3 での SAN デバイスとマルチパス化の管理 • 2016 年 11 月



ディスクドライバをチューニングするビットマスク形式

VID SCSI INQUIRY コマンドへのデバイス応答のベンダー ID (VID)
フィールドの内容。VID フィールドは 8 文字の長さにする必要が
あります。ベンダー ID フィールドが 8 文字未満の場合、VID の長
さが 8 文字になるように空白を追加する必要があります。

PID SCSI INQUIRY コマンドへのデバイス応答の製品 ID (PID) フィール
ドの内容。PID には左揃えの 16 文字まで含めることができます。
16 文字未満を指定した場合、比較は指定した PID の長さに制限さ
れます。

sd-ver1-conf-data 1 のバージョン番号、マスク番号、および設定されるチューニン
グ可能値から構成されるプロパティー配列。

mask 0x01 から 0x7FFFF までの値。mask の値は複
数の目的のフラグの OR 結果にできる場合が
あります。表3に、各チューニング可能パラ
メータのビット値を示します。

value-sequence mask の値に対応する有効なプロパティー
値と 0 の数のシーケンス。value-sequence
の長さ制限は 19 文字です。チューニン
グ可能パラメータのデータ型について
は、149 ページの「ディスクドライバの
チューニング可能なパラメータ」を参照して
ください。

注記 - 異なる VID と PID を持つ duplet は同じ sd-ver1-conf-data プロパティー配列を共有
するか、独自のプロパティー配列を定義します。プロパティー配列名をカスタマイズ
できます。

PID 値は、SCSI INQUIRY コマンドによって返された接頭辞値と sd-config-list ま
たは ssd-config-list の PID が同じである場合に、一致とみなされます。たとえ
ば、CMS200 が sd-config-list または ssd-config-list エントリの PID であり、
SCSI INQUIRY コマンドで返された PID が CMS200-R、CMS200-T、または CMS200-
UV10 である場合、すべて一致とみなされます。

各ビットの位置の定義はプラットフォームによって異なります。チューニング可能
パラメータは異なるプラットフォームの異なるフラグ値に対応する場合があります。
Oracle Solaris 11 と Oracle Solaris 10 はどちらもビットマスク形式の同じ一連の 19 個の
チューニング可能パラメータをサポートしています。

次の表に、さまざまなプラットフォームでのチューニング可能パラメータとそれらの
フラグ値を示します。
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表 3 さまざまなプラットフォームでサポートされるチューニング可能パラメータとそ
れらのフラグ値

ビッ
ト

フラグ
値

SPARC 上の sd ドライバ SPARC 上の ssd ドライバ x86 または x64 上の sd ドラ
イバ

1 0x00001 throttle-max throttle-max throttle-max

2 0x00002 controller-type retries-notready controller-type

3 0x00004 retries-notready retries-busy fab-devid

4 0x00008 fab-devid fab-devid disable_caching

5 0x00010 disable_caching disable_caching BCD-play

6 0x00020 retries-busy controller-type BCD-read-subchannel

7 0x00040 BCD-play BCD-play BCD-read-TOC-TRK

8 0x00080 BCD-read-subchannel BCD-read-subchannel BCD-read-TOC-ADDR

9 0x00100 BCD-read-TOC-TRK BCD-read-TOC-TRK no-READ-HDR

10 0x00200 BCD-read-TOC-ADDR BCD-read-TOC-ADDR CD-read-XD4

11 0x00400 no-READ-HDR no-READ-HDR retries-notready

12 0x00800 CD-read-XD4 CD-read-XD4 retries-busy

13 0x01000 retries-reset retries-reset retries-reset

14 0x02000 timeout-
releasereservation

timeout-
releasereservation

timeout-
releasereservation

15 0x04000 tur-check tur-check tur-check

16 0x08000 throttle-min throttle-min throttle-min

17 0x10000 disksort disksort disksort

18 0x20000 reset-lun reset-lun reset-lun

19 0x40000 cache-nonvolatile cache-nonvolatile cache-nonvolatile

例   6 x86 プラットフォーム上の sd ドライバのチューニング可能パラメータの構成

この例では x86 プラットフォームで sd.conf ファイル内のパラメータをチューニング
する方法を示します。

sd-config-list = "SUM     ABC200_R","sd-ver1-x86-example";
sd-ver1-x86-example = 1,0x801,300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0;

この例では、デバイス SUM の VID は SUM で、PID は ABC200_R です。

マスク値 0x801 は 0x00800 および 0x00001 フラグのビット単位 OR 値です。これら
の値は x86 プラットフォームでの retries-busy および throttle-max チューニング
可能パラメータです。
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例   7 SPARC プラットフォーム上の ssd ドライバのチューニング可能パラメータの
構成

この例では SPARC プラットフォームで ssd.conf ファイル内のパラメータをチューニ
ングする方法を示します。

ssd-config-list = "SUM     XYZ200_R","sd-ver1-ssd-example";
sd-ver1-ssd-example = 1,0x5,300,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;

この例では、デバイス SUM の VID は SUM で、PID は XYZ200_R です。

マスク値 0x5 は 0x00004 および 0x00001 フラグのビット単位 OR 値です。これらの
値は SPARC プラットフォームでの retries-busy および throttle-max チューニン
グ可能パラメータです。

.conf ファイルに同じターゲットデバイスをチューニングする複数の sd-config-
list または ssd-config-list エントリが含まれている場合、最初のエントリのみが
有効になります。同じ VID と PID を持つ後続のエントリはすべて無視されます。この
動作はビットマスク形式と name:value ペア形式のどちらでも同じです。

sd-config-list プロパティーに、同じ VID と PID を持つ複数の duplet が含まれる場
合、エントリの順番で後の指定が優先され、以前の duplet に現れた値が置き換えられ
ます。この動作はビットマスク形式と name:value ペア形式のどちらでも同じです。

ビットマスク形式では、value-sequence パラメータの長さが 19 文字を超える場合、 19
番目の文字より後の値は無視されます。value-sequence の長さが 19 文字未満の場合、
構成結果はその前の mask 値によって異なります。mask 値のフラグが付けられたビッ
トの対応する値の位置が空の場合、ターゲットドライバのそのプロパティーにランダ
ムな値が割り当てられます。

ターゲットドライバは .conf ファイルの構文チェックを行わないため、チューニング
可能パラメータ名のスペルミスや value-sequence の正しくないエントリなどのエラー
についての警告メッセージを表示しません。

付録D ディスクターゲットドライバのプロパティーのチューニング 155



156 Oracle Solaris 11.3 での SAN デバイスとマルチパス化の管理 • 2016 年 11 月



 E ♦  ♦  ♦        付  録  E 

FC または FCoE モードでサポートされる HBA

この付録では、PCI 選択可能 16 Gb FC または 10 Gb FCoE (Fibre Channel over Ethernet)
接続を提供する、サポートされている HBA の新しいクラスのリストについて説明し
ます。これらの多機能カードは、挿入された光に応じて、FC または FCoE モードで使
用できます。

FC または FCoE モードでサポートされる HBA

Oracle Solaris では、次の 4 Gb HBA をサポートしています (これらは部品番号とともに
一覧表示されています)。

■ Oracle の Sun StorageTek 4 Gb Enterprise FC PCI-X HBA、SG-XPCI1FC-QF4 および
SG-XPCI2FC-QF4

■ Oracle の Sun StorageTek 4 Gb Enterprise FC PCI-X 2.0 Single-Channel Network
Adapter、SG-XPCI1FC-EM4-Z

■ Oracle の Sun StorageTek 4 Gb Enterprise FC PCI-X 2.0 Dual-Channel Network
Adapter、SG-XPCI2FC-EM4-Z

■ 次を含む、Oracle の Sun StorageTek Dual 8 Gb FC DualGigabit Ethernet (GbE)
ExpressModule HBA:
■ SG-XPCIEFCGBE-E8-Z Emulex、Xoption
■ SG-PCIEFCGBE-E8-Z Emulex、ファクトリ構成
■ SG-XPCIEFCGBE-Q8-Z Qlogic、Xoption
■ SG-PCIEFCGBE-Q8-Z Qlogic、ファクトリ構成

Oracle の Sun StorageTek Dual 8 Gb FC DualGigabit Ethernet (GbE) ExpressModule HBA
の詳細は、Sun StorageTek Dual 8 Gb ファイバチャネル Dual GbE ExpressModule ホ
ストバスアダプタのページを参照してください。

■ Oracle の StorageTek 8 Gb FC PCI Express HBA の付属品 (Emulex の場合):
■ SG-XPCIE1FC-EM8-N (シングルチャネル、選択されているサーバー専用)
■ SG-XPCIE2FC-EM8-N (デュアルチャネル)

■ Oracle の StorageTek 8 Gb FC PCI Express HBA の付属品 (Qlogic の場合):
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■ SG-XPCIE1FC-QF8-N (シングルチャネル、選択されているサーバー専用)
■ SG-XPCIE2FC-QF8-N (デュアルチャネル)
■ 7106958 (デュアルチャネル、T5-4、T5-8、M5-32、および M6-32 サーバー専用)

■ Oracle の Sun Storage 10 GbE FCoE ExpressModule Converged Network Adapter の付属
品:
■ SG-XEMFCOE2-Q-SR FCoE ExpressModule (SR 光、Xoption)
■ SG-XEMFCOE2-Q-TA FCoE ExpressModule (銅、Xoption)
■ SG-EMFCOE2-Q-SR FCoE ExpressModule (SR 光、出荷時の取り付け用)
■ SG-EMFCOE2-Q-TA FCoE ExpressModule (銅、出荷時の取り付け用)

■ Oracle の Sun Storage 10 GbE FCoE PCIe Converged Network Adapter の付属品
■ SG-XPCIEFCOE2-Q-SR (短い範囲)
■ SG-XPCIEFCOE2-Q-TA (銅)
■ SG-PCIEFCOE2-Q-SR (短い範囲、ファクトリ構成)
■ SG-PCIEFCOE2-Q-TA (銅、ファクトリ構成)

Oracle の Sun Storage 10 GbE FCoE PCIe Converged Network Adapter の詳細は、Sun
Storage 10 GbE FCoE PCIe Converged Network Adapter From QLogic を参照してくだ
さい。

■ Oracle の StorageTek 16 Gb FC PCIe Universal HBA の付属品 (Emulex の場合):
■ 7101687 2 Sun Storage 10 Gb FCoE SR 光 (出荷時の取り付け用)
■ 7101688 2 Sun Storage 10 GbFCoE SR 光
■ 7101683 Sun Storage Dual 16 Gb FC PCIe Universal HBA (出荷時の取り付け用)
■ 7101684 Sun Storage Dual 16 Gb FC PCIe Universal HBA
■ 7101685 2 Sun Storage 16 Gb FC SW 光 (出荷時の取り付け用)
■ 7101686 2 Sun Storage 16 Gb FC SW 光

■ Oracle の Storage 16 Gb FC PCIe Universal HBA の付属品 (Qlogic の場合):
■ 7101677 2 Sun Storage 10 GB FCoE SR 光 (出荷時の取り付け用)
■ 7101678 2 Sun Storage 10 Gb FCoE SR 光
■ 7101673 Sun Storage Dual 16 Gb FC PCIe Universal HBA (出荷時の取り付け用)
■ 7101674 Sun Storage Dual 16 Gb FC PCIe Universal HBA
■ 7101675 2 Sun Storage 16 Gb FC SW 光 (出荷時の取り付け用)
■ 7101676 2 Sun Storage 16 Gb FC SW 光
■ 7101680 2 Sun Storage 16 GB FC LW 光

■ Oracle の Sun Storage 16 Gb FC ExpressModule Universal HBA の付属品 (Emulex の場
合):
■ 7101689 Sun Storage Dual 16 Gb FC ExpressModule Universal HBA (出荷時の取り

付け用)
■ 7101690 Sun Storage Dual 16 Gb FC ExpressModule Universal HBA
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■ 7101685 2 Sun Storage 16 Gb FC SW 光 (出荷時の取り付け用)
■ 7101686 2 Sun Storage 16 Gb FC SW 光
■ 7101687 2 Sun Storage 10 Gb FCoE SR 光 (出荷時の取り付け用)
■ 7101688 2 Sun Storage 10 GbFCoE SR 光

■ Oracle の Storage 16 Gb FC ExpressModule Universal HBA の付属品 (Qlogic の場合):
■ 7101677 2 Sun Storage 10 GB FCoE SR 光 (出荷時の取り付け用)
■ 7101678 2 Sun Storage 10 Gb FCoE SR 光
■ 7101681 Sun Storage Dual 16 Gb FC ExpressModule Universal HBA (出荷時の取り

付け用)
■ 7101682 Sun Storage Dual 16 Gb FC ExpressModule Universal HBA
■ 7101675 2 Sun Storage 16 Gb FC SW 光 (出荷時の取り付け用)
■ 7101676 2 Sun Storage 16 Gb FC SW 光
■ 7101680 2 Sun Storage 16 GB FC LW 光

注記 - FC 光を取り付けて電源を入れると、カードによってその識別情報が FC に変
更されます。FCoE 光を取り付けて電源を入れると、カードによってその識別情報が
FCoE ネットワークに自動的に変更されます。挿入された光に応じて、取り付けたト
ランシーバにより、カードを FC または FCoE モードで多機能化できます。この機能
は、16 Gb および 10 Gb FC PCIe Universal および ExpressModule Universal HBA でのみ
利用可能です。

FC および FCoE HBA の詳細は、http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/
storage/storage-networking/hba-comparisons/index.html を参照してください。
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