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第 1 章

Sun Fire T1000 サーバーに関する重
要な情報

本書では、Sun Fire™ T1000 サーバーに関する重要な 新情報について説明します。

すべての Sun Fire T1000 サーバーに関
する注意事項
このセクションでは、すべての Sun Fire T1000 サーバーに適用される情報について
説明します。

Sun Fire T1000 サーバーへの Sun 4G バイト 
DIMM の提供およびサポートの開始

DIMM の取り付け手順については、『Sun Fire T1000 サーバーサービスマニュア
ル』を参照してください。

サービスマニュアルでは、4G バイト DIMM について説明していない可能性がありま
すが、サービスマニュアルで説明する DIMM の取り付け手順は、サポートされるす
べての DIMM (512M バイト、1G バイト、2G バイト、および 4G バイト) に適用され
ます。
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システムファームウェア 6.3.0 で提供される新機
能

システムファームウェア 6.3.0 には、ALOM CMT v1.3 が含まれます。ALOM CMT 
v1.3 には、次に示すいくつかの新機能が備わっています。

■ POST の diag_level の新しいデフォルト値 (min)。

■ break コマンドへの新しいオプションの追加。–D オプションは、コアダンプを強
制する場合に使用します。

■ 新しい sys_eventlevel 変数。この変数は、ALOM CMT からホストサーバーに
送信する ALOM イベントのレベルを指定する場合に使用します。

■ sys_autorestart 変数の新しいオプション (reset)。このオプションは、
ALOM CMT が Solaris ウォッチドッグタイマーの時間切れをどのように処理する
かを指定する場合に使用します (デフォルト値: reset)。

■ 暗号化鍵を表示または生成するために ssh-keygen コマンドを使用する場合は、
SSH 暗号化鍵のタイプ (rsa または dsa) を指定する必要があります。

ALOM CMT v1.3 の新機能の詳細は、『Advanced Lights Out Management (ALOM) 
CMT v1.3 ガイド』(820-0669-10) を参照してください。

注 – 本書には、特定のダッシュレベルのサーバーにのみ適用される注意事項が 2 
セット記載されています。3 ページの「使用するサーバーに関する注意事項の確認」
を参照して、使用するサーバーに適用される注意事項を確認してください。

SunVTS CPU テストを実行するとウォッチドッグ
タイムアウトが発生して停止する (CR 6498483)
Coolthreads サーバーで SunVTS CPU テストを実行中に、Solaris のウォッチドッグ
タイムアウトが発生し、システムが停止しました。

回避方法: SunVTS を実行する間は、ALOM CMT の sys_autorestart 変数を 
none に設定してください。この設定により、ALOM CMT は警告メッセージを表示
しますが、サーバーをリセットすることはありません。
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使用するサーバーに関する注意事項の確
認

▼ 使用するサーバーに適用される注意事項を確認す
る

1. Sun Fire T1000 コンソールで #. (ハッシュ記号とピリオド) を入力し、ALOM CMT 
システムコントローラのプロンプト (sc>) にアクセスします。

2. 次のように showfru コマンドを実行します。

3. 9 行めのハードウェアダッシュレベルを参照して、使用するサーバーに適用される注
意事項を確認します。

#.
sc>                           

sc> showfru -s MB
SEGMENT: SD
/ManR
/ManR/UNIX_Timestamp32:      THU JUN 08 14:07:56 2006
/ManR/Description:           ASSY,Sun-Fire-T1000,Motherboard
/ManR/Manufacture Location:  Manufacturing location
/ManR/Sun Part No:           5017302
/ManR/Sun Serial No:         EM02SW
/ManR/Vendor:                Vendor name
/ManR/Initial HW Dash Level: ## (ハードウェアダッシュレベル )
/ManR/Initial HW Rev Level:  03
/ManR/Shortname:             T1000_MB
/SpecPartNo:                 885-0504-08

表 1-1 Sun Fire T1000 のハードウェアダッシュレベル

ダッシュレベル 参照する注意事項

07 以降 5 ページの「ハードウェアダッシュレベルが 07 以降のサーバーに関する注意事項」

01 ～ 06 15 ページの「ハードウェアダッシュレベルが 01 ～ 06 のサーバーに関する注意事項」
 第 1 章 Sun Fire T1000 サーバーに関する重要な情報 3



マニュアルの正誤情報

ALOM CMT ガイドでの日付の同期に関する記載内容の誤り

発行済の ALOM CMT ガイドでの showdate コマンドの記載内容に誤りがありま
す。誤っている内容は次のとおりです。

ALOM CMT の日付を表示します。Solaris OS と ALOM CMT の時刻は同期化さ
れますが、ALOM CMT の時刻は現地時刻ではなく協定世界時 (UTC) で表現され
ます。

正しい内容は次のとおりです。

ALOM CMT の日付を表示します。ALOM CMT の時刻は、現地時刻ではなく協定
世界時 (UTC) で表現されます。Solaris OS と ALOM CMT の時刻は同期化されま
せん。
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第 2 章

ハードウェアダッシュレベルが 07 
以降のサーバーに関する注意事項

この章では、ハードウェアダッシュレベルが 07 以降のマザーボードが搭載された 
Sun Fire T1000 サーバーに関する情報について説明します。

これらの注意事項が使用しているサーバーに適用されるかどうかを確認するには、3 
ページの「使用するサーバーに関する注意事項の確認」を参照してください。

この章は、次のセクションで構成されています。

■ 5 ページの「Sun Fire T1000 サーバーのサポート」
■ 6 ページの「サポートされているファームウェアおよびソフトウェアのバージョ

ン」
■ 7 ページの「パッチ情報」
■ 7 ページの「既知の問題と回避方法」

本書には、一部の 新の情報が記載されていない場合があります。 新情報について
は、本書の英語版である『Sun Fire T1000 Server Product Notes』(819-3246) を参照
してください。

Sun Fire T1000 サーバーのサポート

技術サポート

Sun Fire T1000 サーバーのマニュアルに記載されていない技術的な質問または問題が
ある場合は、購入先に問い合わせてください。米国またはカナダのユーザーの場合
は、1-800-USA-4SUN (1-800-872-4786) に問い合わせてください。
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ソフトウェアリソース

Sun Fire T1000 サーバーには、Solaris™ オペレーティングシステムおよび Sun 
Java™ Enterprise System ソフトウェアがプリインストールされています。

ソフトウェアの再読み込みが必要になった場合は、次の Web サイトにアクセスして
ください。ソフトウェアのダウンロード方法が記載されています。

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

マニュアルのダウンロード

Sun Fire T1000 サーバーの設置、管理、および使用に関する手順は、Sun Fire T1000 
サーバーのマニュアルセットに記載されています。次の Web サイトから、マニュア
ルセット全体をダウンロードして入手できます。

http://jp.sun.com/documentation/

注 – 本書に記載されている情報は、Sun Fire T1000 のマニュアルセットの情報より
も優先されます。

サポートされているファームウェアおよ
びソフトウェアのバージョン
このリリースの Sun Fire T1000 サーバーでサポートされるファームウェアおよびソ
フトウェアの 小バージョンは、次のとおりです。

■ Solaris 10 6/06 オペレーティングシステム (OS)

■ Sun Java Enterprise System ソフトウェア (Java ES 2005Q4)

■ Sun システムファームウェア 6.2 (Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT 
1.2 ソフトウェアおよび OpenBoot™ 4.23.0 ファームウェアを含む) 
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パッチ情報

必須パッチ

現時点では、ハードウェアダッシュレベルが 07 以降の Sun Fire T1000 サーバーに対
する必須パッチはありません。

オプションカード用のパッチ

サーバーにオプションカードを追加する場合は、それぞれのカードに関するマニュア
ルおよび README ファイルを参照して、追加のパッチが必要かどうかを確認してく
ださい。

既知の問題と回避方法

ハードウェアの設置と保守に関する問題

シャーシのカバーを取り外しにくい場合がある (CR 6376423)

シャーシのカバーが非常に取り外しにくいことがあります。カバー上のロックボタン
を強く押しすぎると、カバーの正面の端が曲がって妨げになる場合があります。ま
た、シャーシ側面のガスケットにはゴム素材が使用されているため、カバーがスライ
ドしにくい場合もあります。

カバーを取り外す際は、カバーのロックボタンを軽く押したまま、カバーを少し正面
方向に押してロックを外しやすくしてから、シャーシの背面方向に 12 mm (0.5 イン
チ) ほどカバーをスライドさせます。これで、カバーをシャーシから取り外せるよう
になります。
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一般的な機能に関する問題

このリリースには、次に示す機能に関する問題があります。

Sun Explorer ユーティリティー

サポートされるバージョン

Sun Fire T1000 サーバーは、Sun Explorer 5.2 データ収集ユーティリティーではサ
ポートされますが、これより前のリリースのユーティリティーではサポートされませ
ん。プリインストールされた Java ES パッケージから Sun Cluster をインストールす
ると、前のバージョンのユーティリティーがシステムに自動的にインストールされま
す。Java ES ソフトウェアのいずれかをインストールしたあとに、次のように入力し
て、使用しているシステムに前のバージョンの Sun Explorer 製品がインストールさ
れていないかどうかを確認してください。

前のバージョンが存在する場合は、それをアンインストールして version 5.2 以降を
インストールしてください。Sun Explorer 5.2 をダウンロードするには、次の Web サ
イトにアクセスしてください。

http://www.sun.com/sunsolve

Sun Explorer には Tx000 オプションが必要

Sun Explorer 5.2 を実行するときは、Tx000 オプションを指定して、Sun Fire T1000 
および Sun Fire T2000 プラットフォームの ALOM CMT コマンドによってデータを
収集する必要があります。デフォルトでは、このスクリプトは実行されません。これ
を実行するには、次のように入力します。

詳細は、トラブルシューティングドキュメント 83612 の『Using Sun Explorer on the 
Tx000 Series Systems』を参照してください。このドキュメントは、次の SunSolve 
Web サイトから入手できます。

http://www.sun.com/sunsolve

# pkginfo -l SUNWexplo 

# /opt/SUNWexplo/bin/explorer -w default,Tx000
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注 – Sun Explorer 5.5 の時点では、Sun Fire T1000 サーバー上で Sun Explorer Tx000 
モジュールがデフォルトで実行されます。

無効なメモリー構成によってシステムに電源が入らない (CR 
6300114)

メモリーランク 0 に必要なメモリーが割り当てられていないと、システムの電源が入
りません。ランク 0 のすべてのソケットに、常にメモリーを取り付けておく必要があ
ります。

ディスクドライブの書き込みキャッシュはデフォルトで使用
可能になっている

Sun Fire T1000 サーバーのディスクドライブでは、読み取りキャッシュと書き込み
キャッシュの両方が、デフォルトで使用可能になっています。この問題があるのは、
SATA ドライブのみです。キャッシュを使用すると、ディスクドライブの読み取りお
よび書き込みのパフォーマンスが向上します。ただし、システムの AC 電源の停電に
よって、書き込みキャッシュ内のデータが失われる可能性があります。AC 電源の停
電によって、読み取りキャッシュに問題が発生することはありません。

書き込みキャッシュを使用不可にする場合は、Solaris の format -e コマンドを使用
します。

注意 – これらの設定は、永続的には保存されません。書き込みキャッシュの設定
は、システムを起動するたびにリセットする必要があります。

▼ 書き込みキャッシュを使用不可にする

1. Solaris 環境で次のように入力して、format のエキスパートモードに切り替えます。

# format -e
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. c0t0d0 <ATA-HDS ...
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2. ディスク番号 0 を指定します。

format メニューが表示されます。

3. 次のように入力して、cache オプションを選択します。

4. 次のように入力して、write_cache オプションを選択します。

5. 書き込みキャッシュの現在の設定を表示します。

6. 書き込みキャッシュを使用不可にします。

7. 新しい設定を確認します。

8. write_cache モードを終了します。

Specify disk (enter its number): 0
selecting c0t0d0
...

format> cache 

cache> write_cache
WRITE_CACHE MENU:
...

write_cache> display
Write Cache is enabled

write_cache> disable
This setting is valid until next reset only. It is not saved 
permanently.

write_cache> display
Write Cache is disabled

write_cache> quit
CACHE MENU:
...
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9. cache モードを終了します。

10. format コマンドを終了します。

バグ一覧

表 2-1 に、このリリースの Sun Fire T1000 サーバーの既知のバグを示します。この一
覧は、CR (変更要求) ID の番号順になっています。

cache> quit
FORMAT MENU:
...

format> quit

表 2-1 既知のバグ (１ / ４)

CR ID 説明 回避方法

1. 6297813 起動後に、次のメッセージが表示される場合が
ある。

• svc.startd[7]: [ID 122153 
daemon.warning] 
svc:/system/power:default: Method 
or service exit timed out. Killing 
contract 51.

• svc.startd[7]: [ID 636263 
daemon.warning] 
svc:/system/power:default: Method 
"/lib/svc/method/svc-power start" 
failed due to signal KILL.

Solaris の電源管理システムが必要な場合
は、電源管理を手動で再起動するか、ま
たはサーバーを再起動します。Solaris の
電源管理システムが不要である場合は、
処置は必要ありません。

2. 6300114 メモリーランク 0 に必要なメモリーが割り当て
られていないと、システムの電源が入らない。

ランク 0 のすべてのソケットに、常にメ
モリーを取り付けておく必要がありま
す。

3. 6303328 iostat -E コマンドが、SATA ドライブに関し
て誤ったベンダー情報を報告する。

現時点では、回避方法はありません。
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4. 6310384 サーバーにキーボードが接続されていない場合
でも、SunVTS USB キーボードテスト 
(usbtest) が、キーボードが存在すると報告す
る。

usbtest を実行しないでください。

5. 6314590 ALOM CMT の break コマンドおよび 
OpenBoot PROM の go コマンドを実行すると、
システムのハングアップまたはパニックが発生
する場合がある。

コンソールのハングアップまたはパニッ
クが発生した場合は、ALOM CMT の 
reset コマンドを使用してシステムをリ
セットしてください。

6. 6317382 OBP プロンプトで、認識できないコマンドまた
は単語を入力すると、システムによってエラー
が誤って返され、サーバーがハングアップする
場合がある。この動作は、Solaris から OBP プロ
ンプトに移行するときにのみ発生する。次のエ
ラーメッセージが誤って返される。

ERROR: Last Trap

このメッセージは無視してください。コ
ンソールのハングアップまたはパニック
が発生した場合は、ALOM CMT の 
reset コマンドを使用してシステムをリ
セットしてください。

7. 6318208 POST または OBP reset-all によって「Host 
system has shut down」という警告が生成
される。

これは、reset-all コマンドの実行後
に発生する正常な動作です。この場合の
メッセージは、問題を示すものではあり
ません。

8. 6331819 システム資源の不足によって、SunVTS™ のメモ
リーテストまたは CPU テストが失敗する場合が
ある。構成されたメモリーが少ない 
UltraSPARC® T1 CMT CPU ベースの (sun4v) エ
ントリレベルサーバーで、並行して実行する 
SunVTS 機能テストのインスタンスが多すぎる
と、システム資源の不足によって SunVTS テス
トが失敗することがある。たとえば、次のよう
なエラーメッセージが表示される。
System call fork failed; Resource 
temporarily unavailable

回避方法: SunVTS テストのインスタンス
の数を減らすか、または SunVTS 機能テ
ストを個別に実行してください。さら
に、CPU テストの遅延の値を大きくする
か、テスト用の予約メモリー領域を増や
すこともできます。

表 2-1 既知のバグ (２ / ４)

CR ID 説明 回避方法
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9. 6338365 Sun Net Connect 3.2.2 ソフトウェアが、Sun 
Fire T1000 サーバーでの環境警告を監視しな
い。

環境エラーが発生したことを示す通知を
受け取るには、ALOM-CMT の 
mgt_mailalert 機能を使用して、イベ
ントの発生時に ALOM-CMT から電子
メールが送信されるように設定してくだ
さい。

サーバーの環境状態が正常であるかどう
かを確認するには、ALOM-CMT にログ
オンして showfaults コマンドを実行
してください。

サーバーで発生したすべてのイベントの
履歴を参照するには、ALOM-CMT にロ
グオンして showlogs コマンドを実行し
てください。

10. 6346149 ネットワークの負荷が高くなるにしたがって、
システムのネットワークポートの 大スルー
プットが予想以上に低下する。

現時点では、回避方法はありません。

11. 6346170 ALOM CMT の showfru コマンドで、「THU 
JAN 01 00:00:00 1970」という初期時刻が
表示される。

この日付の時刻表示は無視してくださ
い。現時点では、回避方法はありませ
ん。

12. 6348070 PCI デバイスに関する誤った Ereport エラーメッ
セージが生成される場合がある。

現時点では、回避方法はありません。
PCI デバイスに関する誤った Ereport を
解消するために必要な FMA 診断ソフト
ウェアは、まだ開発中です。

13. 6356449 poweron コマンドを ALOM CMT リセットの直
後に実行した場合、システムに電源が投入され
ない。

スクリプトを使用して ALOM-CMT をリ
セットし、システムに電源を投入する場
合は、poweron コマンドの前に 1 秒間
の待機時間を入れてください。

14. 6363820 disablecomponent コマンドと 
enablecomponent コマンドを交互に繰り返す
と、showcomponent コマンドがハングアップ
する。

resetsc コマンドを使用して 
ALOM-CMT をリセットしてください。

15. 6368944 仮想コンソールが、114 文字を超えるペースト
バッファーを受け付けない。これが要因となっ
て、wanboot の NVRAM パラメータ network-
boot-arguments が設定されない。

114 文字より小さい断片に分けてカット
＆ペーストを実行するか、またはカット
＆ペーストを使用しないでください。

表 2-1 既知のバグ (３ / ４)

CR ID 説明 回避方法
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16. 6370233 Dtrace 機能が不正確な CPU xcall を戻す場合が
ある。

安定 (Stable) インタフェースではありま
せんが、Dtrace の fbt プローブを 
send_one_mondo および 
send_mondo_set に対して実行すると
回避方法になります。send_mondo_set 
については、cpuset_t 引数から、クロ
スコールを送信した CPU の数を検出し
ます。

17. 6372709 FMA の fltlog ファイルの 大サイズが制限さ
れる場合がある。

Solaris の logadm(1M) コマンドで、デ
フォルトのログローテーションオプショ
ンを変更することによって制限を解除し
てください。

18. 6376423 シャーシのカバーが非常に取り外しにくい場合
がある。

7 ページの「シャーシのカバーを取り外
しにくい場合がある (CR 6376423)」を参
照してください。

19. 6377077 POST または OpenBoot PROM によるデバイス
のテスト中にホストの電源供給が停止すると、
そのデバイスは使用不可になる。

ALOM-CMT コマンドの 
enablecomponent を使用して、誤って
ブラックリストに登録されたデバイスを
使用可能な状態に戻してください。

20. 6379739 停電中に ALOM CMT の 
sc_powerstatememory 記録が失敗し、その後
のシステムの電源投入に影響を及ぼす場合があ
る。

ホストシステムの電源を再投入するに
は、ALOM CMT の poweroff および 
poweron コマンドを使用してくださ
い。システムの AC 電源を切断する必要
がある場合は、電源を再投入する前に 5 
秒間待機してください。

21. 6381707 ランク 0 メモリー内の障害の発生した DIMM に
よって POST を実行できなくなる場合がある。
ALOM CMT の showcomponent コマンドは、
POST の実行で障害が発生すると、CPU をリス
トに表示しなくなる。電源の再投入または 
resetsc コマンドの実行を行なっても、
showcomponent リストが更新されない。

障害の発生した DIMM を交換してか
ら、POST を実行して showcomponent 
コマンドが使用するデバイスリストを更
新してください。

22. 6389912 電源投入中またはシステムのリセット中に、
誤ったエラーメッセージがログに記録される。

このエラーメッセージは、次のセグメントに含
まれる。
ereport.io.fire.pec.lup

このメッセージは無視してください。

23. 6405226 ALOM-CMT の console コマンドを使用してホ
ストにアクセスすると、コンソールの応答が遅
くなる場合がある。

適な応答性を確保するには、ホストが 
OS の起動を完了した直後にホストの
ネットワークインタフェースを介してホ
ストにアクセスしてください。

表 2-1 既知のバグ (４ / ４)

CR ID 説明 回避方法
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第 3 章

ハードウェアダッシュレベルが 01 
～ 06 のサーバーに関する注意事項

この章では、ハードウェアダッシュレベルが 01 ～ 06 のマザーボードが搭載された 
Sun Fire T1000 サーバーに関する情報について説明します。

これらの注意事項が使用しているサーバーに適用されるかどうかを確認するには、3 
ページの「使用するサーバーに関する注意事項の確認」を参照してください。

この章は、次のセクションで構成されています。

■ 16 ページの「Sun Fire T1000 サーバーのサポート」
■ 16 ページの「サポートされているファームウェアおよびソフトウェアのバージョ

ン」
■ 17 ページの「パッチ情報」
■ 18 ページの「既知の問題と回避方法」
■ 30 ページの「Sun Fire T1000 サーバーのマニュアル」
■ 34 ページの「ハードウェア RAID のサポート」
■ 34 ページの「2 台のディスク構成へのアップグレード」

注 – ハードウェア RAID をサポートするには、Solaris 10 1/06 OS に 121130-01 以降
のパッチをインストールする必要があります。Solaris 10 6/06 以降のオペレーティン
グシステム (OS) では、デフォルトでハードウェア RAID のサポートが有効になって
います。34 ページの「ハードウェア RAID のサポート」を参照してください。

本書には、一部の 新の情報が記載されていない場合があります。 新情報について
は、本書の英語版である『Sun Fire T1000 Server Product Notes』(819-3246) を参照
してください。
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Sun Fire T1000 サーバーのサポート

技術サポート

Sun Fire T1000 サーバーのマニュアルに記載されていない技術的な質問または問題が
ある場合は、購入先に問い合わせてください。米国またはカナダのユーザーの場合
は、1-800-USA-4SUN (1-800-872-4786) に問い合わせてください。

ソフトウェアリソース

Sun Fire T1000 サーバーには、Solaris™ オペレーティングシステムおよび Sun 
Java™ Enterprise System ソフトウェアがプリインストールされています。

ソフトウェアの再読み込みが必要になった場合は、次の Web サイトにアクセスして
ください。ソフトウェアのダウンロード方法が記載されています。

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

注 – ソフトウェアの新しいコピーをダウンロードする場合、そのソフトウェアには 
Sun Fire T1000 サーバー用の必須パッチが含まれていない可能性があります。ソフト
ウェアのインストール後、17 ページの「パッチ情報」を参照して、システムにパッ
チが存在するかどうかを確認する手順を実行してください。

サポートされているファームウェアおよ
びソフトウェアのバージョン
このリリースの Sun Fire T1000 サーバーでサポートされるファームウェアおよびソ
フトウェアの 小バージョンは、次のとおりです。

■ Solaris 10 1/06 OS

■ Sun Java Enterprise System ソフトウェア (Java ES 2005Q4)
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■ Sun システムファームウェア 6.1.2 (Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT 
1.1.2 ソフトウェアおよび OpenBoot™ 4.20.0 ファームウェアを含む) 

パッチ情報

必須パッチ

システムに次のパッチが存在しない場合は、これらをインストールする必要がありま
す。パッチの存在を確認する手順については、17 ページの「パッチをダウンロード
する」を参照してください。

■ 122027-01 以降
■ 119578-16 以降
■ 118822-30 以降
■ 119578-22 以降

次のパッチは、Sun™ Cluster ソフトウェアに必須です。

■ 119715-10 以降

ハードウェア RAID をサポートするには、次のパッチが必要です。

■ 121130-01 以降 (Solaris 10 1/06 の場合。Solaris 10 6/06 では不要)
■ 119850-14 以降 (ダッシュレベル 07 以降のサーバーでは不要)
■ 123456-01 以降 (ダッシュレベル 07 以降のサーバーでは不要)

注 – Sun Fire T1000 サーバーにプリインストールされているソフトウェアのバー
ジョンによっては、これらのパッチが含まれていないことがあります。使用するサー
バーにパッチが存在しない場合は、17 ページの「パッチをダウンロードする」の説
明に従って、SunSolveSM からこれらのパッチをダウンロードしてください。

▼ パッチをダウンロードする

1. システムにパッチがインストールされているかどうかを確認します。

たとえば、showrev コマンドを使用して、各パッチ番号を次のように入力してくだ
さい。

# showrev -p | grep "Patch: 119578"
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■ 照会したパッチに関するパッチ情報が一覧表示され、ダッシュに続く数字 (下 2 桁) 
が必要なバージョンと一致しているか、またはそれより大きい場合は、使用してい
るシステムには適切なパッチがすでにインストールされているため、その他の処置
は必要ありません。

たとえば、パッチ 119578-16 以降がインストールされている場合、使用しているシ
ステムにはこのパッチの必要なバージョンが適用されています。

■ 照会したパッチに関するパッチ情報が表示されない場合、またはダッシュに続く
数字が必要なバージョンよりも小さい場合は、手順 2 に進んでください。

たとえば、パッチ 119578 のどのバージョンもインストールされていないか、ダッ
シュに続く数字が 15 以前のバージョンがインストールされている場合は、新しい
パッチをダウンロードしてインストールする必要があります。

2. http://www.sun.com/sunsolve にアクセスして、パッチをダウンロードしま
す。

SunSolve のパッチ検索ツールで、基本のパッチ ID 番号 (先頭の 6 桁) を指定して
パッチの現在のリリースにアクセスしてください。

3. 指定したパッチの README ファイルに記載されているインストール手順に従いま
す。

オプションカード用のパッチ

サーバーにオプションカードを追加する場合は、それぞれのカードに関するマニュア
ルおよび README ファイルを参照して、追加のパッチが必要かどうかを確認してく
ださい。

既知の問題と回避方法

ハードウェアの設置と保守に関する問題

シャーシのカバーを取り外しにくい場合がある (CR 6376423)

シャーシのカバーが非常に取り外しにくいことがあります。カバー上のロックボタン
を強く押しすぎると、カバーの正面の端が曲がって妨げになる場合があります。ま
た、シャーシ側面のガスケットにはゴム素材が使用されているため、カバーがスライ
ドしにくい場合もあります。
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カバーを取り外す際は、カバーのロックボタンを軽く押したまま、カバーを少し正面
方向に押してロックを外しやすくしてから、シャーシの背面方向に 12 mm (0.5 イン
チ) ほどカバーをスライドさせます。これで、カバーをシャーシから取り外せるよう
になります。

一般的な機能に関する問題

このリリースには、次に示す機能に関する問題があります。

Sun Explorer ユーティリティー

サポートされるバージョン

Sun Fire T1000 サーバーは、Sun Explorer 5.2 データ収集ユーティリティーではサ
ポートされますが、これより前のリリースのユーティリティーではサポートされませ
ん。プリインストールされた Java ES パッケージから Sun Cluster をインストールす
ると、前のバージョンのユーティリティーがシステムに自動的にインストールされま
す。Java ES ソフトウェアのいずれかをインストールしたあとに、次のように入力し
て、使用しているシステムに前のバージョンの Sun Explorer 製品がインストールさ
れていないかどうかを確認してください。

前のバージョンが存在する場合は、それをアンインストールして version 5.2 以降を
インストールしてください。Sun Explorer 5.2 をダウンロードするには、次の Web サ
イトにアクセスしてください。

http://www.sun.com/sunsolve

Sun Explorer には Tx000 オプションが必要

Sun Explorer 5.2 以降を実行するときは、Tx000 オプションを指定して、Sun Fire 
T1000 および Sun Fire T2000 プラットフォームの ALOM-CMT コマンドによって
データを収集する必要があります。デフォルトでは、このスクリプトは実行されませ
ん。これを実行するには、次のように入力します。

# pkginfo -l SUNWexplo 

# /opt/SUNWexplo/bin/explorer -w default,Tx000
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詳細は、トラブルシューティングドキュメント 83612 の『Using Sun Explorer on the 
Tx000 Series Systems』を参照してください。このドキュメントは、次の SunSolve 
Web サイトから入手できます。

http://www.sun.com/sunsolve

Solaris の予測的自己修復の障害メッセージ

Sun Fire T1000 サーバーでの Solaris の予測的自己修復 (Predictive Self-Healing、
PSH) 機能の実装は、完全ではありません。現在の実装では、障害を検出する機能が
サーバーに提供されますが、すべての障害を完全に診断および処理することはできま
せん。

サーバーが PSH 関連のエラーを検出すると、次のメッセージが生成される場合があ
ります。

このメッセージが、コンソール上または /var/adm/messages ファイルに出力され
た場合は、パッチ 119578-16 以降がインストールされていないことを示している可能
性があります。パッチの入手方法および Sun Fire T1000 サーバーの必須パッチのリ
ストについては、17 ページの「パッチ情報」を参照してください。

このパッチがインストールされているのに、エラーメッセージが引き続き表示される
場合は、購入先にお問い合わせください。

ネットワークポートのパフォーマンス (CR 6346149)

Sun Fire T1000 サーバーでは、4 つのすべてのネットワークポートで高速のデータ送
受信を行うように設定すると、ネットワークパフォーマンスが著しく低下することが
あります。そのため、スループットレートが予想以上に低くなり、4 つのポートを介
してネットワークトラフィックを転送する一部のインスタンスが、システムのリセッ
トと復元を必要とするシステム全体のハングアップを引き起こす可能性があります。
使用する Sun Fire T1000 で何らかのシステムハングアップが発生した場合には、購
入先に連絡し、障害、システムの動作状態、およびシステム構成情報の詳細をお知ら
せください。Sun では、この問題を解決するために積極的な調査を行なっています。

SUNW-MSG-ID: FMD-8000-OW, TYPE: Defect, VER: 1, SERVERITY: Minor
EVENT-TIME: ...
PLATFORM: ...
SOURCE: fmd-self-diagnosis, REV: ...
DESC: The Solaris Fault Manager received an event from a component 
to which no automated diagnosis software is currently subscribed..
AUTO-RESPONSE: ...
IMPACT: Automated diagnosis and response for these events will not 
occur.
REC-ACTION: ...
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不正なメモリー構成によってシステムに電源が入らない (CR 
6300114)

メモリーランク 0 に必要なメモリーが割り当てられていないと、システムの電源が入
りません。ランク 0 のすべてのソケットに、常にメモリーを取り付けておく必要があ
ります。

修復後に誤ったメッセージが表示される (CR 6369961)

Solaris の PSH 機能は、自動的に DIMM の交換を検出します。しかし、システムの
起動時に誤ったエラーメッセージが表示されることがあり、このエラーメッセージに
よって、実際には解決している問題が、まだ残っていると誤解される可能性がありま
す。

このエラーをすべてのログから手動で削除し、起動時に報告されないようにする手順
については、30 ページの「障害のログを手動で消去する」を参照してください。

この問題が今後発生しないように、パッチ 119578-22 をインストールしてください。

ディスクドライブの書き込みキャッシュはデフォルトで使用
可能になっている

Sun Fire T1000 サーバーのディスクドライブでは、読み取りキャッシュおよび書き込
みキャッシュの両方とも、デフォルトで使用可能になっています。キャッシュを使用
すると、ディスクドライブの読み取りおよび書き込みのパフォーマンスが向上しま
す。ただし、システムの AC 電源の停電によって、書き込みキャッシュ内のデータが
失われる可能性があります。AC 電源の停電によって、読み取りキャッシュに問題が
発生することはありません。

書き込みキャッシュを使用不可にする場合は、Solaris の format -e コマンドを使用
します。

注意 – これらの設定は、永続的には保存されません。書き込みキャッシュの設定
は、システムを起動するたびにリセットする必要があります。
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▼ 書き込みキャッシュを使用不可にする

1. Solaris 環境で次のように入力して、format のエキスパートモードに切り替えます。

2. ディスク番号 0 を指定します。

format メニューが表示されます。

3. 次のように入力して、cache オプションを選択します。

4. 次のように入力して、write_cache オプションを選択します。

5. 書き込みキャッシュの現在の設定を表示します。

6. 書き込みキャッシュを使用不可にします。

# format -e
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. c0t0d0 <ATA-HDS ...

Specify disk (enter its number): 0
selecting c0t0d0
...

format> cache 

cache> write_cache
WRITE_CACHE MENU:
...

write_cache> display
Write Cache is enabled

write_cache> disable
This setting is valid until next reset only. It is not saved 
permanently.
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7. 新しい設定を確認します。

8. write_cache モードを終了します。

9. cache モードを終了します。

10. format コマンドを終了します。

write_cache> display
Write Cache is disabled

write_cache> quit
CACHE MENU:
...

cache> quit
FORMAT MENU:
...

format> quit
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バグ一覧

表 3-1 に、このリリースの Sun Fire T1000 サーバーの既知のバグを示します。この一
覧は、CR (変更要求) ID の番号順になっています。

表 3-1 既知のバグ (１ / ６)

CR ID 説明 回避方法

1. 6297813 起動後に、次のメッセージが表示される場合が
ある。

• svc.startd[7]: [ID 122153 
daemon.warning] 
svc:/system/power:default: Method 
or service exit timed out. Killing 
contract 51.

• svc.startd[7]: [ID 636263 
daemon.warning] 
svc:/system/power:default: Method 
"/lib/svc/method/svc-power start" 
failed due to signal KILL.

Solaris の電源管理システムが必要な場合
は、電源管理を手動で再起動するか、ま
たはサーバーを再起動します。Solaris の
電源管理システムが不要である場合は、
処置は必要ありません。

2. 6300114 メモリーランク 0 に必要なメモリーが割り当て
られていないと、システムの電源が入らない。

ランク 0 のすべてのソケットに、常にメ
モリーを取り付けておく必要がありま
す。

3. 6303328 iostat -E コマンドが、SATA ドライブに関し
て誤ったベンダー情報を報告する。

現時点では、回避方法はありません。

4. 6310384 サーバーにキーボードが接続されていない場合
でも、SunVTS USB キーボードテスト 
(usbtest) が、キーボードが存在すると報告す
る。

usbtest を実行しないでください。

5. 6312364 ALOM-CMT の console コマンドを使用してホ
ストにアクセスすると、コンソールの応答が遅
くなる場合がある。

適な応答性を確保するには、ホストが 
OS の起動を完了した直後にホストの
ネットワークインタフェースを介してホ
ストにアクセスしてください。

6. 6314590 ALOM CMT の break コマンドおよび 
OpenBoot PROM の go コマンドを実行すると、
システムのハングアップまたはパニックが発生
する場合がある。

コンソールのハングアップまたはパニッ
クが発生した場合は、ALOM CMT の 
reset コマンドを使用してシステムをリ
セットしてください。
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7. 6317382 OBP プロンプトで、認識できないコマンドまた
は単語を入力すると、システムによってエラー
が誤って返され、サーバーがハングアップする
場合がある。この動作は、Solaris から OBP プロ
ンプトに移行するときにのみ発生する。次のエ
ラーメッセージが誤って返される。

ERROR: Last Trap

このメッセージは無視してください。コ
ンソールのハングアップまたはパニック
が発生した場合は、ALOM CMT の 
reset コマンドを使用してシステムをリ
セットしてください。

8. 6318208 POST または OBP reset-all によって「Host 
system has shut down」という警告が生成
される。

これは、reset-all コマンドの実行後
に発生する正常な動作です。この場合の
メッセージは、問題を示すものではあり
ません。

9. 6325271 ALOM CMT コンソール履歴の boot ログと run 
ログが同じになる。

現時点では、回避方法はありません。

10. 6331819 システム資源の不足によって、SunVTS™ のメモ
リーテストまたは CPU テストが失敗する場合が
ある。構成されたメモリーが少ない 
UltraSPARC® T1 CMT CPU ベースの (sun4v) エ
ントリレベルサーバーで、並行して実行する 
SunVTS 機能テストのインスタンスが多すぎる
と、システム資源の不足によって SunVTS テス
トが失敗することがある。たとえば、次のよう
なエラーメッセージが表示される。
System call fork failed; Resource 
temporarily unavailable

回避方法: SunVTS テストのインスタンス
の数を減らすか、または SunVTS 機能テ
ストを個別に実行してください。さら
に、CPU テストの遅延の値を大きくする
か、テスト用の予約メモリー領域を増や
すこともできます。

11. 6336040 clearasr コマンドを使用して障害が発生した 
DIMM を asr データベースから削除し、
clearasr コマンドが完了する前に resetsc コ
マンドを実行すると、ALOM-CMT が正常に再
起動せず、次のエラーメッセージが戻される場
合がある。
No valid MEMORY configuration

clearasrdb コマンドの実行後、15 秒
待ってから resetsc コマンドを実行し
てください。

表 3-1 既知のバグ (２ / ６)

CR ID 説明 回避方法
 第 3 章 ハードウェアダッシュレベルが 01 ～ 06 のサーバーに関する注意事項 25



12. 6338365 Sun Net Connect 3.2.2 ソフトウェアが、Sun 
Fire T1000 サーバーでの環境警告を監視しな
い。

環境エラーが発生したことを示す通知を
受け取るには、ALOM-CMT の 
mgt_mailalert 機能を使用して、イベ
ントの発生時に ALOM-CMT から電子
メールが送信されるように設定してくだ
さい。

サーバーの環境状態が正常であるかどう
かを確認するには、ALOM-CMT にログ
オンして showfaults コマンドを実行
してください。

サーバーで発生したすべてのイベントの
履歴を参照するには、ALOM-CMT にロ
グオンして showlogs コマンドを実行し
てください。

13. 6338777 システムの起動の途中で break コマンドを実行
し、その直後にふたたび起動を行うと、起動プ
ロセスが失敗して次のメッセージが表示され
る。
Exception handlers interrupted, 
please file a bug. 

もう一度、起動を行なってください。シ
ステムは、正常にリセットされ起動され
ます。

14. 6346149 ネットワークの負荷が高くなるにしたがって、
システムのネットワークポートの 大スルー
プットが予想以上に低下する。

現時点では、回避方法はありません。

15. 6346170 ALOM CMT の showfru コマンドで、「THU 
JAN 01 00:00:00 1970」という初期時刻が
表示される。

この日付の時刻表示は無視してくださ
い。現時点では、回避方法はありませ
ん。

16. 6347456 SunVTS のメモリーテストで、ECC エラー監視 
(errmon) オプションを使用可能に設定している
と、まれに次のような警告メッセージが表示さ
れる場合がある。
WARNING: software error encountered 
while processing /var/fm/fmd/errlog 
Additional-Information: end-of-file 
reached

errmon オプションを使用可能に設定し
ないでください。errmon オプション
は、デフォルトで使用不可に設定されて
います。

17. 6348070 PCI デバイスに関する誤った Ereport エラーメッ
セージが生成される場合がある。

現時点では、回避方法はありません。
PCI デバイスに関する誤った Ereport を
解消するために必要な FMA 診断ソフト
ウェアは、まだ開発中です。

18. 6356449 poweron コマンドを ALOM CMT リセットの直
後に実行した場合、システムに電源が投入され
ない。

スクリプトを使用して ALOM-CMT をリ
セットし、システムに電源を投入する場
合は、poweron コマンドの前に 1 秒間
の待機時間を入れてください。

表 3-1 既知のバグ (３ / ６)

CR ID 説明 回避方法
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19. 6362690 dtlbtest の実行中に SunVTS テストを停止す
ると、dtlbtest が失敗して次のエラーが表示
される。
No CPUs to test

次の URL にアクセスして、SunVTS 6.1 
PS1 またはそれ以降の互換性のあるバー
ジョンにアップグレードしてください。

http://www.sun.com/oem/product
s/vts/

20. 6363820 disablecomponent コマンドと 
enablecomponent コマンドを交互に繰り返す
と、showcomponent コマンドがハングアップ
する。

resetsc コマンドを使用して 
ALOM-CMT をリセットしてください。

21. 6368136 showlogs -p p コマンドを使用して大容量の持
続ログを表示すると、ALOM CMT のコマンド
行インタフェースの動作が遅くなる。

次に示すように、showlogs コマンドに 
-e フラグを指定してください。

showlogs -e number-of-lines

このコマンドは、ログ全体ではなく、指
定した行数分のデータを表示します。

22. 6368944 仮想コンソールが、114 文字を超えるペースト
バッファーを受け付けない。これが要因となっ
て、wanboot の NVRAM パラメータ network-
boot-arguments が設定されない。

114 文字より小さい断片に分けてカット
＆ペーストを実行するか、またはカット
＆ペーストを使用しないでください。

23. 6369626 ALOM CMT の poweron コマンドが失敗して、
コンソールデバイスが使用不可になる場合があ
る。もう一度 poweron コマンドを実行すると、
コマンドは失敗して「Host poweron is already 
in progress」というメッセージが表示される。

resetsc コマンドを実行して ALOM 
CMT をリセットしたあと、もう一度 
poweron コマンドを実行してくださ
い。

これに失敗した場合は、次の方法でシス
テムを手動でリセットしてください。

1. サーバーの電源コードを抜きます。

2. 5 秒間待機します。

電源コードをふたたびサーバーに差し込
みます。

24. 6369961 システム障害の修復後に起動すると、システム
障害メッセージと ALOM CMT 警告が引き続き
生成される。

この問題を回避するには、パッチ 
119578-22 をインストールしてくださ
い。

パッチがインストールされていない場合
は、障害の発生した FRU を交換したあ
とで、showfaults -v コマンドを実行
して、障害メッセージを消去する方法を
確認してください。障害メッセージを消
去する手順の詳細は、30 ページの「障害
のログを手動で消去する」を参照してく
ださい。

表 3-1 既知のバグ (４ / ６)

CR ID 説明 回避方法
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25. 6370222 flarcreate コマンドおよびフラッシュアーカ
イブが機能しない。

• フラッシュアーカイブを手動で作成す
る前に、libc_psr_hwcap1 ライブラ
リのマウントを解除してください。

• フラッシュアーカイブの作成後、
libc_psr_hwcap1 ライブラリをふた
たびマウントします。

26. 6370233 Dtrace 機能が不正確な CPU xcall を戻す場合が
ある。

安定 (Stable) インタフェースではありま
せんが、Dtrace の fbt プローブを 
send_one_mondo および 
send_mondo_set に対して実行すると
回避方法になります。send_mondo_set 
については、cpuset_t 引数から、クロ
スコールを送信した CPU の数を検出し
ます。

27. 6372709 FMA の fltlog ファイルの 大サイズが制限さ
れる場合がある。

Solaris の logadm(1M) コマンドで、デ
フォルトのログローテーションオプショ
ンを変更することによって制限を解除し
てください。

28. 6373682 電源オン/オフボタンを押して離す操作によっ
て、正常な停止を実行することができない。

システムの電源を投入および切断するに
は、ALOM-CMT の poweron および 
poweroff コマンドを使用してくださ
い。

29. 6375927 Solaris の date コマンドによって変更した日付
は、Solaris OS を再起動しても保持されるが、
ALOM CMT を再起動すると保持されない。

ALOM-CMT の date のみを使用してく
ださい。Solaris の date コマンドは使用
しないでください。

30. 6376423 シャーシのカバーが非常に取り外しにくい場合
がある。

18 ページの「シャーシのカバーを取り外
しにくい場合がある (CR 6376423)」を参
照してください。

31. 6377071 電源投入プロセスの特定の段階で、resetsc コ
マンドを実行するか、またはサーバーの AC 電
源の供給が停止すると、ALOM-CMT の起動状
態の記録が消去されない。次に起動したとき、
ALOM-CMT が「Reboot loop detected」という
メッセージを表示して、システムに電源が入ら
なくなる場合がある。

poweroff -f コマンドを実行してか
ら、ふたたび電源を投入してください。

これに失敗した場合は、次の方法でシス
テムを手動でリセットしてください。

1. サーバーの電源コードを抜きます。

2. 5 秒間待機します。

3. 電源コードをふたたびサーバーに差し
込みます。

32. 6377077 POST または OpenBoot PROM によるデバイス
のテスト中にホストの電源供給が停止すると、
そのデバイスは使用不可になる。

ALOM-CMT コマンドの 
enablecomponent を使用して、誤って
ブラックリストに登録されたデバイスを
使用可能な状態に戻してください。

表 3-1 既知のバグ (５ / ６)

CR ID 説明 回避方法
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33. 6379739 停電中に ALOM CMT の 
sc_powerstatememory 記録が失敗し、その後
のシステムの電源投入に影響を及ぼす場合があ
る。

ホストシステムの電源を再投入するに
は、ALOM CMT の poweroff および 
poweron コマンドを使用してくださ
い。システムの AC 電源を切断する必要
がある場合は、電源を再投入する前に 5 
秒間待機してください。

34. 6381707 ランク 0 メモリー内の障害の発生した DIMM に
よって POST を実行できなくなる場合がある。
ALOM CMT の showcomponent コマンドは、
POST の実行で障害が発生すると、CPU をリス
トに表示しなくなる。電源の再投入または 
resetsc コマンドの実行を行なっても、
showcomponent リストが更新されない。

障害の発生した DIMM を交換してか
ら、POST を実行して showcomponent 
コマンドが使用するデバイスリストを更
新してください。

35. 6383237 probe-all コマンドを実行するまで、
OpenBoot の nvramrc スクリプトが評価されな
い。

現時点では、回避方法はありません。

36. 6383664 致命的な異常終了を発生させたエラーのあと、
システムが自動的に復元および再起動されな
い。このような状況では、システムに手動で電
源を投入する必要がある。

「SC Alert: Host system has 
shut down」というメッセージが表示さ
れるまで待ってから、ALOM CMT の 
poweron コマンドを実行します。

(注意: システムの停止には約 1 ～ 2 分か
かります。SC Alert メッセージが表示さ
れる前に poweron または poweroff コ
マンドを実行すると、システムが予測で
きない状態になります。この問題が発生
した場合は、まず ALOM-CMT の 
resetsc コマンドを実行し、次に 
poweron コマンドを実行します。)

37. 6389912 電源投入中またはシステムのリセット中に、
誤ったエラーメッセージがログに記録される。

このエラーメッセージは、次のセグメントに含
まれる。
ereport.io.fire.pec.lup

このメッセージは無視してください。

表 3-1 既知のバグ (６ / ６)

CR ID 説明 回避方法
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Sun Fire T1000 サーバーのマニュアル

マニュアルのダウンロード

Sun Fire T1000 サーバーの設置、管理、および使用に関する手順は、Sun Fire T1000 
サーバーのマニュアルセットに記載されています。次の Web サイトから、マニュア
ルセット全体をダウンロードして入手できます。

http://jp.sun.com/documentation/

注 – 本書に記載されている情報は、Sun Fire T1000 のマニュアルセットの情報より
も優先されます。

▼ 障害のログを手動で消去する

Sun Fire T1000 の DIMM を交換したあとは、次の手順を実行してください。この手
順によって、起動時に誤った障害メッセージが作成される原因になる、永続的な障害
情報を消去します。

1. 『Sun Fire T1000 サーバーサービスマニュアル』の説明に従って、障害追跡と障害
の発生した FRU の修復を行います。

2. ALOM-CMT の sc> プロンプトにアクセスします。

手順については、『Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.1 ガイド』
を参照してください。

3. showfaults -v コマンドを実行して、障害を消去する方法を決定します。

障害を消去する方法は、showfaults コマンドで障害がどのように識別されるかに
よって異なります。
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例:

■ ホストで検出された障害である場合は、次のように UUID が表示されます。

この場合は、手順 4 に進みます。

■ 障害によって FRU が使用不可になっている場合は、次のように表示されます。

この場合は enablecomponent コマンドを実行して FRU を使用可能にします。

4. 次の手順を実行して、障害がないことを確認します。

a. POST が保守モードで実行されるように、仮想キースイッチを Diag モードに設定
します。

b. poweron コマンドを実行します。

sc> showfaults -v
ID Time              FRU               Fault
0 SEP 09 11:09:26   MB/CMP0/CH0/R0/D0 Host detected fault, 
MSGID: 
SUN4U-8000-2S  UUID: 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86

sc> showfaults -v
   ID Time              FRU               Fault
    1 OCT 13 12:47:27   MB/CMP0/CH0/R0/D0 MB/CMP0/CH0/R0/D0 
deemed faulty and disabled

sc> enablecomponent MB/CMP0/CH0/R0/D0

sc> setkeyswitch diag

sc> poweron
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c. システムコンソールに切り替えて、POST 出力を表示します。

POST 出力で、可能性がある障害メッセージを確認します。次の出力は、POST で
障害が検出されなかったことを示しています。

注 – ALOM-CMT の POST 変数の設定と、POST で障害が検出されたかどうかに応
じて、システムが起動する場合と、ok プロンプトで待機する場合があります。シス
テムで ok プロンプトが表示されている場合は、boot と入力します。

d. Solaris OS の fmadm faulty コマンドを実行します。

メモリーまたは DIMM の障害は表示されないはずです。

障害が報告された場合は、『Sun Fire T1000 サーバーサービスマニュアル』の「診
断フローチャート」で、障害の診断方法を参照してください。

5. ALOM-CMT の sc> プロンプトにアクセスします。

sc> console

.

.

.
0:0>POST Passed all devices. 
0:0> 
0:0>DEMON: (Diagnostics Engineering MONitor) 
0:0>Select one of the following functions 
0:0>POST:Return to OBP. 
0:0>INFO: 
0:0>POST Passed all devices. 
0:0>Master set ACK for vbsc runpost command and spin... 

# fmadm faulty
32 Sun Fire T1000  サーバーご使用にあたって • 2007 年 3 月



6. showfaults コマンドを実行します。

障害がホストによって検出されたもので、障害情報が残っている場合は、次の例のよ
うに出力されます。

showfaults コマンドが UUID の付いた障害を報告しない場合は、障害が消去され
ているため、次の手順に進む必要はありません。

7. clearfault コマンドを実行します。

8. システムコンソールに切り替えます。

9. fmadm repair コマンドを、UUID を指定して実行します。

clearfault コマンドを実行する際に使用した UUID を指定します。

sc> showfaults -v
ID Time              FRU               Fault
0 SEP 09 11:09:26   MB/CMP0/CH0/R0/D0 Host detected fault, MSGID: 
SUN4U-8000-2S  UUID: 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86

sc> clearfault 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86

sc> console

# fmadm repair 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
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ハードウェア RAID のサポート
RAID 技術は、複数の物理ディスクで構成される論理ボリュームの構築を可能にし、
データの冗長性の提供またはパフォーマンスの向上、あるいはその両方を実現しま
す。Sun Fire T1000 サーバーのオンボードディスクコントローラは、次の RAID 構成
をサポートします。

■ 統合ストライプ (IS) ボリューム (RAID 0)
■ 統合ミラー (IM) ボリューム (RAID 1)

RAID ボリュームを作成する前に、サーバーに次のパッチをインストールしてくださ
い。

■ 121130-01 以降 (Solaris 10 1/06 OS の場合のみ) － 更新されたハードウェア RAID 
サポートを提供します。このパッチは、Solaris 10 6/06 以降の OS では必要ありま
せん。

注 – ハードウェアダッシュレベルが 07 以降のサーバーには、次のパッチがプリイン
ストールされています。

■ 123456-01 以降 – 1064 ファームウェアの更新を提供します。

■ 119850-14 以降 – mpt デバイスドライバおよび raidctl ユーティリティーの更新
を提供します。Solaris 10 6/06 OS には 119850-17 がプリインストールされていま
す。

サーバーにハードウェア RAID を実装する方法については、『Sun Fire T1000 サー
バー管理マニュアル』(Part No. 819-5321) を参照してください。このマニュアルは、
ほかの Sun Fire T1000 のマニュアルとともに、
http://www.sun.com/documentation で入手できます。

2 台のディスク構成へのアップグレード
Sun Fire T1000 サーバーでは、次に示すハードウェアを取り付けることによって、
1 台のハードディスク構成から 2 台の SAS ディスク構成にアップグレードできま
す。

注 – このハードウェアアップグレードには、123456-01 以降のパッチおよび 119850-
14 以降のパッチが必要です。
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■ 固定部品およびケーブルが付属した、2 台の 73G バイト 10000 RPM 2.5 インチ 
SAS ディスクドライブ (パーツ番号 XRA-SS2CG-73G10KZ)。次の Web サイトで購
入できます。
http://store.sun.com/CMTemplate/CEServlet?process=
SunStore&cmdViewProduct_CP&boxid=XRA-SS2CG-73G10KZ
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