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はじめに

本書では、Sun Blade™ X6220 サーバーモジュールのハードウェア、ソフトウェア、
およびドキュメントの注意事項を説明します。

本書には、システムについての最新情報、および Sun Blade X6220 サーバーモジュール
のインストール、設定、および運用時に発生する可能性のある問題への対処方法が記
載されています。この情報は、基本システムコンポーネントとそのソフトウェアのイ
ンストールと設定についての経験を持つシステム管理者を対象としています。

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

製品のアップデートとドライバ
ダウンロードできる Sun Blade X6220 サーバーモジュールの製品アップデートについ
ては、次の URL を参照し、本製品のメインページに移動してください。

http://www.sun.com/servers/blades/x6220/ 
vii



関連ドキュメント
Sun Blade X6220 サーバーモジュールのドキュメントセットについては、次の URL 
を参照してください。

http://www.sun.com/documentation

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

Sun ハードウェアのすべてのドキュメントについては、次の URL を参照してくだ
さい。

http://www.sun.com/documentation

Solaris およびその他ソフトウェアのドキュメントについては、次の URL を参照して
ください。

http://docs.sun.com

UNIX コマンドの使い方
本書には、基本的な UNIX® コマンドや、システムのシャットダウンや起動、デバイ
スの設定などの手順に関する情報は含まれていないことがあります。このような情報
については、次のドキュメントを参照してください。

■ システム付属ソフトウェアのドキュメント

■ 次の場所にある Solaris™ オペレーティングシステムのドキュメント

http://docs.sun.com
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表記上の規則

サードパーティーの Web サイト
Sun 社は、本書で挙げているサードパーティーの Web サイトの利用について責任を
負いません。また、当該サイトまたはリソースから入手可能なコンテンツや広告、製
品またはその他の素材を推奨したり、責任あるいは法的義務を負うものではありませ
ん。さらに、他社の Web サイトやリソースに掲載されているコンテンツ、製品、
サービスなどの使用や依存により生じた実際の、または嫌疑的な損害や損失について
も責任を負いません。

コメントをお寄せください
Sun 社は、ドキュメントの改善を常に心がけており、皆様のコメントや提案を歓迎い
たします。フィードバックは次のサイトから送信してください。

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

フィードバックには、本書のタイトルと部品番号を記載してください。

Sun Blade X6220 サーバーモジュールご使用にあたって(820-2105)

字体 意味 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディ
レクトリ名、および画面上のコ
ンピュータ出力を示します。

.login ファイルを編集します。

ls -a を使用してすべてのファイルを表
示します。

% You have mail.

AaBbCc123 ユーザーが入力する文字を、画
面上のコンピュータ出力とは区
別して示します。

% su

Password:

AaBbCc123 書名、新しい用語、強調する語
句、および変数を示します。変
数の場合には、実際に使用する
特定の名前または値で置き換え
ます。

『User's Guide ( ユーザーズガイド )』の第 
6 章を参照してください。

これらはクラスオプションと呼ばれます。

これを行うには、スーパーユーザーであ
る必要があります。

ファイルを削除するには、rm < ファイ
ル名 > と入力します。
はじめに ix

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

概要

この章では、サーバーで使用可能なソフトウェアおよびその他の機能の概要を説明し
ます。次の項目について説明します。

■ 「ソフトウェア」 (1 ページ)

■ 「ブート可能診断 CD-ROM によるサーバーの問題の診断」 (3 ページ)

ソフトウェア
すべての Sun Blade X6220 サーバーモジュールに次のソフトウェアが含まれています。
■ 「Solaris 10 オペレーティングシステム」 (1 ページ )
■ 「Sun Java Enterprise System」 (2 ページ )
■ 「Sun N1 System Manager」 (2 ページ )
■ 「LSI SNMP ユーティリティ」 (3 ページ ) 

Solaris 10 オペレーティングシステム

Solaris™ 10 オペレーティングシステム (OS) は、IT プロフェッショナルが求めるセ
キュリティ、管理の容易性、およびパフォーマンスを実現し、これによりサービスレ
ベルの向上とコストおよびリスクの削減が可能になります。また、Sun™ Java™ 
Enterprise System の基礎コンポーネントとしても機能します。Sun Java Enterprise 
System は、新しい予測可能なアプローチを使って開発、テスト、およびサービス提
供を行う、統合されたオープンな標準ベースのソフトウェアシステムです。Solaris 
OS は、サーバーの構成によってはサーバーにプリインストールされています。

Solaris 10 OS を削除後に再インストールする必要がある場合は、DVD イメージをダ
ウンロードすることができます。
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DVD イメージをダウンロードするには、次の Web サイトを参照してください。

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

Solaris OS (119851-13) 用の raidctl パッチは、次の SunSolve Web サイトからダウ
ンロードできます。

http://sunsolve.sun.com

Solaris 10 OS のオンラインドキュメントについては、次の Web サイトを参照してく
ださい。

http://docs.sun.com/documentation

Sun Java Enterprise System
Sun Java Enterprise System (Java ES) は、ネットワークまたはインターネット環境を
通じて配布される、企業規模のアプリケーションをサポートするために必要なサービ
スを構築する、一連のソフトウェアコンポーネントです。Solaris OS がサーバーにプ
リインストールされている場合は、Sun Java ES がプリロードされています。

Java ES のオンラインドキュメントについては、次の Web サイトを参照してください。

http://docs.sun.com/documentation

Sun N1 System Manager
Sun N1 System Manager は、何百ものシステムを管理する俊敏性を持つ一方で、管理
者がコストを削減しながら管理の複雑さを軽減するのに役立つ、集約されたシステム
マネージャーです。N1 System Manager ソフトウェアを使用すると、システム管理者
は、1 つでも何百個でも、Sun システムを検出、プロビジョニング、パッチ、監視、
および管理することができます。N1 System Manager ソフトウェアの利点には、集中
管理方式で対話的な、使いやすいブラウザとコマンドラインインターフェイス (CLI) 
があり、これにより管理者は、単一のシステムまたはシステムグループに対してすば
やく正確な変更を行うことができます。Sun N1 System Manager は DVD としてシス
テムボックス内に同梱されているか、オプションのアクセサリキットの一部として付
属しています。
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Sun N1 System Manager のオンラインドキュメントについては、次の Web サイトを
参照してください。

http://docs.sun.com/documentation

Sun N1 System Manager についての詳細は、次の Web サイトを参照してください。

http://www.sun.com/software/products/system_manager 

LSI SNMP ユーティリティ

LSI (SAS-IR) SNMP ユーティリティは、Windows Server 2003 システムのリモートス
テーションから MSM-IR アクティビティを監視するために SAS 接続上で使用されま
す。ツールとドライバの CD 、および製品ダウンロードサイトのツールとドライバの 
CD イメージに収録されています。

LSI SNMP ユーティリティの詳細は、製品ドキュメントサイトにある『X64 Servers 
Utilities Reference Manual (X64 サーバーユーティリティリファレンスマニュアル)』を
参照してください。

ブート可能診断 CD-ROM によるサー
バーの問題の診断
サーバーにはブート可能診断 CD-ROM が付属しています。CD-ROM の Solaris オペ
レーティングシステムを使ってサーバーがブートされた後、SunVTS ソフトウェアが
開始されます。診断テストが実行されてログファイルが出力されるので、サービス技
術者は、このログファイルを使用してサーバーの問題を判断できます。

要件

ブート可能診断 CD を使用するには、診断を実行するサーバーにキーボード、マウ
ス、およびモニターを接続する必要があります。

これらの周辺装置はサーバーのドングルに直接接続するか、リモートシステムに接続
できます。詳細は『Sun Blade X6220 server module Service manual (Sun Blade X6220 
サーバーモジュールサービスマニュアル)』を参照してください。
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第 章2

重要な注意事項

ここでは、Sun Blade X6220 サーバーモジュールに関する重要な注意事項を説明しま
す。必ずこの章を読んでからサーバーを取り扱ってください。

注 – 問題の記述において特定のプラットフォームが明記されていない場合、その問
題はすべてのプラットフォームに該当します。

現時点では、Sun Blade X6220 サーバーモジュールに関する既知の重要な注意事項は
ありません。
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第 章3

ハードウェアの注意事項

この章では、Sun Blade X6220 サーバーモジュールに関する次のハードウェアの注意
事項を説明します。

■ 「ハードウェアの問題」 (7 ページ)

■ 「ハードウェアの注意」 (12 ページ)

ハードウェアの問題

Sun 製キーボードを一番上の USB ポートに接続す
ると、POST 中に動作しない (6501086)
Sun Microsystems 製のキーボードをドングルの 2 つのポートのうちの上のポートに
接続し、Sun Microsystems 製の USB マウス (部品番号 370-3632-02) を下のポートに
接続すると、BIOS POST 中にキーボードまたはマウスが断続的に動作したり全く動
作しなくなったりします。

対処方法

マウスを取り外すか、デバイスを接続するポートを入れ替えます。
7



CMOS ブートデバイスの設定がデフォルトの値に
戻る (6506911)
システムのリブート時に CMOS ブートデバイスの設定がデフォルト値に戻ることが
あります。

対処方法

BIOS セットアップユーティリティで、CMOS ブートデバイスの設定を再度割り当て
ます。

システムログに FSCK SCSI が表示される
(6487329)
高負荷でのディスクのテスト (複数のインスタンスで実行する I/O ストレステスト) 
の実行中に、システムログに FSCK(File System Check)SCSI が表示されることがあり
ます。

この問題は、今後のリリースで解決される予定です。

JavaRConsole を介したマウスのリダイレクトが
遅い (6502777)
Linux RHEL4 U4 または Windows XP SP2 クライアントを実行中に Internet 
Explorer 7 または Mozilla ブラウザを使用すると、JavaRConsole を介したマウスの
リダイレクトが遅くなることがあります。

対処方法

rhn phyton スクリプトを終了してマウスを再度有効にします。rhn phyton スク
リプトを終了するには、次のコマンドを入力します。

Kill -9 rhn
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HDD 動作確認用 LED が点滅しない (6523000)
ハードディスクドライブ動作確認用 LED が、ディスクが動作中に点滅しません。た
だし、ディスクがインストールされサーバーモジュールの電源がオンのときに常時点
灯します。

この問題は、今後のリリースで解決される予定です。

ディスクドライブを取り外すと EMI ガスケットが
破損する (6527633)
サーバーモジュールからディスクドライブを取り外すと、ハードドライブブラケット
の一番上にある EMI ガスケットが破損します。

注意 – サーバーモジュールからハードディスクドライブを取り外さないでください。
EMI の板バネが破損してシャーシ内にはまり込み、損傷が大きくなることがあります。
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ホットスワップまたはコールドスワップ中に RAID 
アレイで SCSI エラーが発生する (6529280)
ホットスワップまたはコールドスワップのあとでディスクの再同期が正常に終了する
と、RAID ボリュームが最適な状態に移行します。システムログファイルに次の 
SCSI エラーメッセージが表示されることがあります。

対処方法

このメッセージは無視してかまいません。

I2C ブリッジチップがタイムアウトする (6532202)
I2C ブリッジチップは、同時要求数が 10 を超えるとタイムアウトすることがありま
す。このタイムアウトにより、Sun Blade X6220 サーバーモジュールサービスプロ
セッサの FRU 情報が欠落することがあります。

対処方法

サービスプロセッサをリブートします。

READ CAPACITY failed.
  status=0, message=00, host=1, driver=00
  sense not available.
  Write Protect is off
 Mode Sense: 00 00 00 00
 asking for cache data failed
 assuming drive cache: write through
 READ CAPACITY failed.
 status=0, message=00, host=1, driver=00
 sense not available.
 Write Protect is off
 Mode Sense: 00 00 00 00
 asking for cache data failed
 assuming drive cache: write through
 <6>sd 0:0:10:0: SCSI error: return code = 0x00010000
 end_request: I/O error, dev sde, sector 0
 Buffer I/O error on device sde, logical block 0
 sd 0:0:10:0: SCSI error: return code = 0x00010000
 end_request: I/O error, dev sde, sector 0
 Buffer I/O error on device sde, logical block 0
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ブート時に SCSI タイムアウトメッセージが表示
される (6559618)
システムのブート時に SCSI トランスポートエラー警告メッセージが表示されることが
あります。次のメッセージが表示されることがありますが、無視してかまいません。

May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 genunix: [ID 408822 kern.info] 
NOTICE: mpt0: fault detected in device; service still available
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 genunix: [ID 611667 kern.info] 
NOTICE: mpt0: Disconnected command timeout for Target 0
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.notice] 
/pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0 (mpt0):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 mpt_flush_target discovered 
non-NULL cmd in slot 174, tasktype 0x3
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 365881 kern.info] 
/pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0 (mpt0):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 Cmd (0xffffffff88151010) dump 
for Target 0 Lun 0:
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 365881 kern.info] 
/pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0 (mpt0):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 cdb=[ 0x28 0x0 0x0 0x62 0xd1 
0x21 0x0 0x0 0x2 0x0 ]
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 365881 kern.info] 
/pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0 (mpt0):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 pkt_flags=0x4000 
pkt_statistics=0x0 pkt_state=0x0
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 365881 kern.info] 
/pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0 (mpt0):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 pkt_scbp=0x0 cmd_flags=0x860
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.warning] 
WARNING: /pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0/sd@0,0 (sd2):
May  7 22:23:31 mpk12-3214-189-237 SCSI transport failed: reason 
ÅfresetÅf: retrying command
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.warning] 
WARNING: /pci@0,0/pci10de,5d@c/pci1000,3060@0/sd@0,0 (sd2):
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 Error for Command: read(10)                
Error Level: Retryable
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.notice] 
Requested Block: 6476065                   Error Block: 6476065
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.notice] 
Vendor: SEAGATE                            Serial Number: 060410DJ78  
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.notice] 
Sense Key: Unit Attention
May  7 22:23:34 mpk12-3214-189-237 scsi: [ID 107833 kern.notice] 
ASC: 0x29 (scsi bus reset occurred), ASCQ: 0x2, FRU: 0x2
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ハードウェアの注意

ドングルケーブルの接続

サーバーモジュールにドングルケーブルを接続している場合は、必ずそのケーブルを
取り外してからラックキャビネットのドアを閉じてください。キャビネットのドアを
閉じる前にケーブルを取り外さないと、ドングルが破損することがあります。
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第 章4

ソフトウェアの注意事項

この章では、Sun Blade X6220 サーバーモジュールに関する次のソフトウェアの注意
事項を説明します。

■ 「一般的なソフトウェアの注意事項」(13 ページ)

■ 「Solaris の注意事項」(14 ページ)

■ 「Linux の注意事項」(16 ページ)

■ 「Windows の注意事項」(22 ページ)

一般的なソフトウェアの注意事項
ここでは、どのオペレーティングシステムにも共通する、または複数のオペレーティ
ングシステムに共通する注意事項を説明します。

現時点では、Sun Blade X6220 サーバーモジュールのソフトウェアに関する既知の一
般的な注意事項はありません。
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Solaris の注意事項
ここでは、Solaris オペレーティングシステムに関する注意事項を説明します。

デフォルトのコンソールでカーネルデバッグセッ
ションを開始すると、システムがハングする 
(6510310)
mdb -K -F コマンドによって Solaris カーネルデバッガを起動するときに、コン
ソールがデフォルトのテキストモードに設定されていると、IOPL の値が大きいとき
にシステムがハングすることがあります。

対処方法

コンソールを ttya に設定します。コンソールを ttya に設定すると、 デバッガがシ
リアルコンソールポートで制御されるようになります。

Solaris の起動時に表示される AMD エラッタ 131 
警告メッセージ (6447850)
Solaris AMD x64 サポートには、AMD Opteron エラッタ 131 の BIOS 回避策の有無
を確認するブート時チェックが含まれています。エラッタ 131 の回避策が必要である
のに、まだ実装されていないことを検出すると、Solaris は次の警告メッセージをロ
グに記録して表示します。

WARNING: BIOS microcode patch for AMD Athlon(tm) 64/Opteron(tm) 
processor erratum 131 was not detected; updating your system’s BIOS 
to a version containing this microcode patch is HIGHLY recommended 
or erroneous system operation may occur. 

(警告: AMD Athlon(tm) 64/Opteron(tm) プロセッサエラッタ 131 用の BIOS 
マイクロコードパッチが検出されませんでした。システムの BIOS をこのマイクロ
コードパッチを含むバージョンに更新することを強くお勧めします。更新しないと、
システムの誤動作が発生する可能性があります)
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対処方法

Sun Blade X6220 サーバーモジュール BIOS は、エラッタ 131 に必要な回避策を含む
上位回避策を実装しているため、 この警告メッセージは無視してかまいません。

LSI RAID には 1.6G バイトのディスクスペースが
必要 (6535552)
プライマリディスクからセカンダリディスクにデータを移行して RAID ボリュームを
作成するために、LSI RAID 用メタデータスペースとして最低 1.6G バイトのディス
クスペースを確保する必要があります。

複数の TCP/UDP 接続のあとに接続が確立でき
ない (6425708)
sync_netperf TCP/UDP 接続を何百回も行ったあとは、nge インタフェースを使
用できません。

対処方法

この問題を回避するには、次の手順に従います。

1. テキストエディタで /etc/system ファイルを開きます。

2. system ファイルの最後に次の行を追加します。

set ip:dohwcksum=0

3. システムをリブートします。

Slot 0 のプライマリディスクを取り外すと、
Raid-1 システムが Solaris をブートできない 
(6534659)
ホットスペアのある Raid 1 システムが作成されると、システムが Solaris OS をブー
トできず、Slot 0 のプライマリディスクを取り外したあとでリブートを繰り返し試
行します。

対処方法

プライマリディスクを slot 1 に残したまま、セカンダリディスクを slot 2 から 
slot 0 に移動します。
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Linux の注意事項
ここでは、Linux オペレーティングシステムに関する注意事項を説明します。

PCI Express Hotplug の要件 (6525667)
PCI Express Hotplug 機能は RHEL4 U4 および SLES10 のオペレーティングシステム
では動作しないことがあります。

対処方法

PCI ExpressModule をホットプラグする前に、次のコマンドを実行します。

raidctl ユーティリティレポートに RAID-1E ボ
リュームが IME ではなく IS として報告される 
(6508590)
Solaris 10 11/06 オペレーティングシステムで raidctl ユーティリティを使用すると
きは、 RAID-1E ボリュームが IME ではなく IS として報告されることがあります。

対処方法

この問題は今後のリリースで解決される予定です。

CD から Linux をインストールするとエラーが発
生する (6495764)
USB 経由で CD/DVD ドライブから Linux または Windows オペレーティング シス
テムをインストール中に、次のメッセージが表示されることがあります。

CD を挿入しても、インストールプログラムによって認識されません。

# modprobe acpiphp

Insert CD 1 to drive is shown
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対処方法

この問題を回避するには、次の手順に従って、BIOS セットアップでメモリーホール
の再マッピングを有効する必要があります。

1. Sun Blade X6220 サーバーモジュールの電源を入れるか、リブートします。

2. プロンプトが表示されたら、F2 キーを押して BIOS 設定ユーティリティに入ります。

3.「Chipset (チップセット)」メニューに移動します。

4. 次の順序で選択します。

a. NorthBridge Configuration (NorthBridge 設定)

b. Memory Configuration (メモリー設定)

c. Memory Hole Remapping (メモリーホール再マッピング)

5. 値が「Enabled (有効)」に設定されるまで + キーを押して、メモリーホールの再マッ
ピングを有効にします。

6. F10 キーを押して変更を保存し、BIOS を終了します。

RHEL4 U4 のリブートが断続的にハングする 
(6492128)
RHEL4 U4 オペレーティングシステムを実行している Sun Blade X6220 サーバーモ
ジュールをリブート中に、断続的にハングすることがあります。

対処方法

次の手順に従い、BIOS 内で ACPI2.0 オブジェクトを無効にします。

1.「Advanced (詳細)」、「CPU Configuration (CPU 設定)」、「ACPI2.0」の順に選択し
て、無効オプションを選択します。

2. システムをリブートし、次のコマンドを使用して kudzu を無効にします。 

# chkconfig --levels 345 kudzu off
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RHEL4 U4 x64 で、Mediacheck オプションの直前
に CD メディアが見つからない (6497631)
USB で接続した外部 CD-ROM ドライブを使用して CD メディアから RHEL4 U4 x64 
バージョンをインストールするとき、メディアチェックダイアログの直前に CD メ
ディアが見つからないと報告されることがあります。

対処方法

オペレーティングシステムをインストールする前に、BIOS セットアップユーティリ
ティで、メモリーホールの再マッピングを有効にします。

TSC の初期化中にブートアップ警告メッセージが
表示される (6507275)
Linux OS の起動時に、システム内のすべての CPU/Core に対して次のメッセージが
表示されることがあります。このメッセージは無視してかまいません。

SLES 10 のインストールにより画面が空白になる 
(6507278)
SLES 10 のインストール時に GUI ベースのインストールを選択すると、空白画面が
表示されることがあります。これは、モニターまたは LCD の画面が、インストーラ
でデフォルトとして選択された高いリフレッシュレートに対応できないためです。

対処方法

次のいずれかを実行します。

■ Java リモートコンソールを使用してオペレーティングシステムをインストールし
ます。

■ インストールを開始する前にインストーラの表示メニューから VESA モードを選
択して、オペレーティングシステムをインストールします。

BIOS BUG: CPU#0 improperly initialized, has 2 usecs TSC skew!FIXED
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Ethernet デバイスの番号が、Ethernet PCI EM を
挿入すると変わる (6507284)
Ethernet PCI EM を挿入して設定すると、デバイス番号が Linux により自動的に変更
されます。たとえば、eth0 が eth5 や eth4 に変わります。

対処方法

この問題を回避するには、デバイス番号を Ethernet デバイスの MAC アドレスにバ
インドします。デバイス番号を Ethernet デバイスの MAC アドレスにバインドする
には、次の手順に従います。

1. 次のコマンドを入力してデバイスの MAC アドレスを確認します。

x を、eth0 などの対応する番号に置き換えます。

2. Ethernet デバイスの MAC アドレスを記録します。

3. ifcfg ファイル /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethx を次のように
編集します。

a. 次のコマンドを入力します。

例 :

b. 記録しておいた MAC アドレスを追加します。

HWADDR=XX:XX:XX:XX:XX:XX

例: HWADDR=00:09:3D:00:23:8D

4. ファイルを保存して、恒久的に変更します。

# ifconfig ethx 

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
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/var/log/messages でエラーメッセージが表示
される (6514173)
/var/log/messages で、次のエラーメッセージが複数回表示されることがあり
ます。

対処方法

このメッセージは無視してかまいません。

ブートアップ警告メッセージが表示される 
(6518362)
Sun Blade X6220 サーバーモジュール のブート時に、画面に次のメッセージが表示さ
れることがあります。

対処方法

このメッセージは無視してかまいません。

サービスプロセッサで RHEL4 U4 にアクセスでき
ない (6492134)
RHEL4 U4 はサービスプロセッサでアクセスできないことがあります。これは ILOM 
サービスプロセッサが Linux OS からのシリアル出力を表示しないときに発生します。

drivers/sub/input/hid-core.c: input irq status -71

Freeing initrd memory: 2470k freed not found
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対処方法

この問題を回避するには、次の条件が満たされていることを確認します。

■ grub.conf が serial コマンドを使用せずに設定されている。

■ スプラッシュ画面のグラフィカルバナーが、シリアルコンソールの使用中に無効
になっている。

OFED1.1 ドライバを RHEL4 U4 および SLES 10 
オペレーティングシステムでコンパイルできない 
(6553612、6529180、6528151、6528155)
OFED1.1 InfiniBand ドライバは RHEL4 U4 および SLES 10 オペレーティングシステ
ムではコンパイルできません。したがって、InfiniBand PEM （X1288A-Z） はこれ
らのオペレーティングシステムを使用するときはサポートされません。InfiniBand ド
ライバをコンパイルしようとすると、次のエラー メッセージが表示されることがあ
ります。

ERROR: Failed to execute: make -C 
/lib/modules/2.6.16.21-0.8-smp/build 
SUBDIRS=/var/tmp/IBGD//tmp/openib/infiniband CONFIG_INFINIBAND=m 
CONFIG_INFINIBAND_MELLANOX_HCA=m CONFIG_INFINIBAND_IPOIB=m 
CONFIG_INFINIBAND_USER_CM=n CONFIG_INFINIBAND_SDP=n 
CONFIG_INFINIBAND_DAPL=n CONFIG_INFINIBAND_DAPL_SRV=n 
CONFIG_DAT=n CONFIG_INFINIBAND_KDAPL=n 
CONFIG_INFINIBAND_KDAPLTEST=n CONFIG_INFINIBAND_SRP=n 
CONFIG_INFINIBAND_SRP_TARGET=n KERNELRELEASE=2.6.16.21-0.8-smp 
EXTRAVERSION=.21-0.8-smp V=1 modules
See /var/tmp/IBGD//tmp/openib/build_kernel_modules.log for more 
details
第 4 章 ソフトウェアの注意事項 21



Windows の注意事項
ここでは、Windows オペレーティングシステムに関する注意事項を説明します。

ドングルまたは VGA ケーブルを接続しないで
ブートするとビデオを復元できない (6534613)
ドングルを接続していない状態、またはドングルは接続し VGA ケーブルを外した状
態で Windows 2003 サーバーをブートした場合は、Windows をリブートした場合に
のみビデオを復元できます。Windows では、ドングルと VGA モニタケーブルの両
方を接続してから Windows をブートする必要があります。

対処方法

Windows をブートする前に、ドングルと VGA モニタケーブルがサーバーモジュー
ル （ブレード） に接続されていることを確認してください。

Windows 2003 サーバーにドングルケーブルを接
続しないとディスプレイにビデオ出力が表示され
ない (6518910)
Windows OS の初期ブート時に Sun Blade X6220 サーバーモジュールにビデオドング
ルケーブルが接続されていない場合は、ローカルディスプレイにビデオ出力が表示さ
れません。

対処方法

サーバーモジュールをブートする前に、モニターケーブルとドングルケーブルが接続
されていることを確認してください。
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第 章5

BIOS の注意事項

ここでは、BIOS に関する次の注意事項を説明します。

BIOS の注意事項

Ctrl-C キーを押すとハードディスクドライブの
文字列が消える (6483593)
システムのブートアップ中に Ctrl-C を押すと、LSI オプションの ROM がディス
クのスキャンを停止します。F2 キーだけを押すと、システムがブートしてセット
アップされ、BIOS セットアップの「Boot (ブート)」画面にシステムに存在するハー
ドディスクが正しく表示されます。

対処方法

この問題を回避するには、次のいずれかの方法を使用します。

■ F2 キーを押して BIOS セットアップを要求します。

■ Ctrl -C を押して LSI 設定を要求します (POST の実行中に両方おこなうことは
できません)。
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8-DIMM CPU モジュール上の間違った DIMM ペ
アに対して修正不可能な ECC エラーが報告される 
(6509975)
8-DIMM CPU モジュール上で修正不可能な ECC エラーが発生する場合は、エラーが
どこで発生していても番号が一番小さい DIMM ペア (CPU に最も近いペア) に対して
エラーが報告されます。たとえば、完全構成のモジュールでは、ペア 3 (DIMM7 と 
DIMM6)、ペア 2 (DIMM5 と DIMM4)、またはペア 1 (DIMM3 と DIMM2)で発生し
ているエラーが、ペア 0 (DIMM1 と DIMM0)で発生しているとして報告されます。

この問題が発生するとシステムがリブートを繰り返し、ビデオ画面に出力が表示され
ません。この問題が発生する場合は、ILOM システムイベントログを見て、番号が一
番小さい DIMM ペアで ECC エラーが頻繁に発生していないか調べます。

対処方法

■ 十分に注意しながら CPU を取り付け直します。曲がったり汚れたりしているピン
がないか、また間違った場所に熱グリースが付着していないか調べます。

■ 番号が大きい 1 つまたは複数の DIMM ペアを良品の DIMM ペアに置き換えます。

■ 十分に注意しながらすべての DIMM をを取り付け直します。
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第 章6

サービスプロセッサの注意事項

ここでは、Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) のサービスプロセッサ SP) に
関する次の注意事項を説明します。

SP がブートするまで電源 LED がオンにならない 
(6464862、6474460)
ブレードを挿入したあと ILOM サービスプロセッサがブートするのに 2 分程度かか
るので、前面パネルの電源 LED は、3.3V_AUX が使用可能になってもすぐにはオン
になりません。

対処方法

サービスプロセッサがブートするまで LED はオンになりません。ILOM がブートす
るのを待ってから前面パネルの電源 LED をチェックしてください。

ILOM SP がロックする (6471005, 6535963)
まれに、ILOM サービスプロセッサ (SP) がシリアル管理ポートに応答しなくなるこ
とがあります。ILOM SP またはユーザーインタフェースの 1 つが応答しなくなった
場合は、次のいずれかの方法で SP をリセットして再起動します。

対処方法

■ CMM から ssh またはシリアル管理ポートセッションを使用して、次のコマンド
を入力します。

reset /CH/BLN/SP
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■ サービスプロセッサから ssh またはシリアル管理ポートセッションを使用して、
次のコマンドを入力します。

■ リモート IPMI セッションから次のコマンドを入力します。

■ サービスプロセッサの GUI から「Maintenance (保守)」タブを選択し、「Reset SP 
(SP のリセット)」をクリックします。

■ サーバーモジュール全体の電源を再投入するには、サーバーモジュールの一部を
取り外して再度挿入する必要があります。

■ CMM を使用してすべてのサーバーモジュールの電源を再投入するには、次のコマ
ンドを入力します。

注意 – CMM コマンドを使用してすべてのサーバーモジュールの電源を再投入する
と、すべてのサーバーモジュールの電源が切断されます。

/CH fault_state clear_fault の操作を正し
くアップデートする必要がある (6488637)
fault_state/clear_fault プロパティの操作は ILOM では行えません。

対処方法

障害と Chassis Monitoring Module (CMM) のステータスを監視するには、既存の 
IPMI、SDR、およびセンサーインジケータを確認します。

reset /SP

ipmitool -U root -P changeme -H <sp_ip アドレス > bmc reset cold

stop /CH
start /CH
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サービスプロセッサで RHEL4 U4 にアクセスでき
ない (6492134)
RHEL4 U4 はサービスプロセッサでアクセスできないことがあります。これは ILOM 
サービスプロセッサが Linux OS からのシリアル出力を表示しないときに発生します。

対処方法

この問題を回避するには、次の条件が満たされていることを確認します。

■ grub.conf が serial コマンドを使用せずに設定されている。

■ スプラッシュ画面のグラフィカルバナーが、シリアルコンソールの使用中に無効
になっている。

ILOM1.1.1 Java コンソールをロードできない 
(6494290)
サービスプロセッサの WebGUI を起動するためにブラウザを使用中、サービスプロ
セッサがハングして Java コンソールをロードできません。「Remote Control (リモー
トコントロール)」-> 「Redirection(リダイレクト)」を選択し、「Launch 
Redirection(リダイレクトの起動)」を押すと、サービスプロセッサがハングする
前に、次のプロンプトが表示されます。

対処方法

この問題を回避するには、次のいずれかの方法を使用します。

■ 別のクライアントまたはブラウザを使用します。

■ すべての Cookies を削除してブラウザを再起動します。

■ クライアントでセキュリティのレベルを下げます。

この問題は今後のリリースで解決される予定です。

Analyzing configuration(設定の分析)
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CLI WebGUI がファン障害の状態を表示しない 
(6496334)
CLI WebGUI はファン障害の状態を表示しません。この問題は今後のリリースで解決
される予定です。

対処方法

ファン障害の状態は /CH/FMx/FAIL により調べることができます。

BIOS フラッシュアップグレード中に ILOM SP に
エラーが発生することがある (6512861)
BIOS フラッシュアップグレード中に ILOM SP にエラーが発生することがあります。
この問題が発生したら、サーバーの電源を入れて ILOM フラッシュアップグレードを
再実行してください。

CMM SP で NEM が 2 つとも検出される (6514298)
CMM SP では、Network Express Module (NEM) が挿入されていないときでも、
両方の NEM が検出されることがあります。

この問題は今後のリリースで解決される予定です。

/sys/ok2rm および /sys/service のインジ
ケータが点灯しない (6517403)
WebGUI では、ILOM サービスプロセッサで LED をオンに設定できません。
WebGUI を使用し、/sys/ok2rm および /sys/service センサーがオフになってい
るときは、これらをオンにすることはできません。なお、これらの 2 つセンサーを 
WebGUI ではなく CLI でオンにした場合は、オフにできます。

対処方法

これらの LED を制御するには、IPMI または ILOM CLI を使用して /sys/ok2rm お
よび sys/service インジケータをオンまたはオフにする必要があります。
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ファンのしきい値が、CMM およびブレードで確
認できない (6513836)
ILOM サービスプロセッサは、使用または制御しているしきい値情報のみを報告しま
す。そのため、ファンや電源のしきい値は、CMM やブレードではわかりません。

この問題は今後のリリースで解決される予定です。

シャーシの電源がオフのときに /CH/BLn/SP/cli 
を使用できない (6520950)
/CH/BLn/SP/cli コマンドは、シャーシの電源がオフになっているときには使用で
きません。この問題は今後のリリースで解決される予定です。

対処方法

この問題を回避するには、シャーシの電源をオンにします。

SP がブートするまで、緑の電源 OK LED が点灯し
ない (6523507)
SP がブートするまで、緑の電源 OK LED が点灯しません。

この問題は今後のリリースで解決される予定です。

/SYS/HDDx/STATE に「Not Present」と表示
される (6519952)
ILOM サービスプロセッサ CLI が、ハードウェアドライブ (HDD) の状態について情
報を正しく表示しません。Sun Blade X6220 サーバーモジュールにはハードウェアド
ライブセンサーがないので、CLI には状態として「N/A」ではなく「Not Present」
と表示されます。

このメッセージは無視してかまいません。
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WebGUI で PSU VINOK センサーと PWROK セン
サーが障害 LED と表示される (6525125)
ILOM WebGUI で、電源ユニット (PSU) の VINOK センサーと PWROK センサーの情
報が障害 LED と表示されます。

対処方法

この PSU 情報は無視してかまいません。

BMC のウォームリセットが IPMIstack を終了す
る (6539641)
BMC (Baseboard Management Controller) をウォームリセットするために IPMI コマ
ンドを使用すると、CLI ユーザーがログアウトされるか、次のエラーメッセージが表
示されることがあります。

対処方法

BMC (Baseboard Management Controller) をウォームリセットするために IPMI プロ
トコルコマンドを使用しないでください。

JavaRConsole へのシングルサインオンが動作し
ない (6525714)
JavaRConsole へのシングルサインオン機能が動作しません。

対処方法

この問題を回避するには、Web ブラウザ用のログインとパスワードを使用して 
JavaRConsole にログインします。

Read error on /dev/mtd0: Cannot allocate memory
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CLI の起動時に「Could not create 
directory /home/0/.ssh」というメッセージ
が表示される (6520952)
Linux オペレーティングシステムを実行しブレードの CLI を起動するときに、次の
メッセージが表示されることがあります。

対処方法

このメッセージは無視してかまいません。

show -l all コマンドにより部分結果が返さ
れる (6527725)
show all コマンドを 2 つ同時に実行すると、show all コマンドが部分結果を返し
ます。

対処方法

この問題を回避するには、show -l all コマンドを 2 つ同時に実行しないでくだ
さい。

CMM が、ブレードの SP を変更または検出しない 
(6531753)
CMM で、ブレードの IP アドレスを変更または検出できない可能性があります。IP 
アドレスを変更するには、ブレードサービスプロセッサに接続し、ブレードのサービ
スプロセッサ ILOM インタフェースを使用して IP アドレスを更新して表示します。

ブレード ILOM にアクセスする方法はいくつかあります。以下の回避策のいずれか
を使用してください。

Could not create directory /home/0/.ssh
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対処方法

■ ブレードサーバーから、IPMI KCS インタフェースを使用します。

■ ネットワークホストから、IPMI プロトコルと管理ネットワークを使用します。

■ ILOM CLI から、ssh と管理ネットワークを使用します。

■ CMM ILOM CLI で、次の start コマンドを使用します。

定期的に重要な IPMI イベントが SEL リストに表
示される (6533044)
システムログおよび SDR ログにシステムに問題がないと報告されていても、SEL リス
トにはシステムデバイスについての重要な IPMI イベントが定期的に表示されます。

例えば、デバイスとセンサーについて次のメッセージが表示されることがあります 
(bl8.prsnt、bl6.prsnt、ps0.vinok0、ps1.prsnt、および ps1.vinok)。

このメッセージは無視してかまいません。

start /CH/BLN/SP/cli

43     Fri Mar  9 17:37:51 2007  IPMI      Log       critical
       ID =   29 : 03/09/2007 : 17:37:51 : Entity Presence : 
bl8.prsnt : Device Absent
33     Fri Mar  9 15:57:52 2007  IPMI      Log       critical
       ID =   1f : 03/09/2007 : 15:57:52 : Entity Presence : 
bl6.prsnt : Device Absent
35     Fri Mar 9 16:38:01 2007  IPMI      Log       critical
       ID =   21 : 03/09/2007 : 16:38:01 : Power Supply : ps1.vinok1: 
State Asserted
38     Fri Mar  9 16:57:37 2007  IPMI      Log       critical
       ID =   24 : 03/09/2007 : 16:57:37 : Entity Presence : 
ps1.prsnt : Device Absent
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IPMItool SEL ログにドライブスロットについての予
測的なエラーメッセージが表示される (6483600)
Linux オペレーティングシステムを実行しているとき、IPMItool SEL ログに予測的
なエラーメッセージが表示されることがあります。この問題が発生すると、次のメッ
セージが表示されることがあります。

対処方法

このメッセージは無視してかまいません。

CLI で、アップデートされたセンサーのしきい値
情報が表示されない (6512503)
CLI で、新しく生成されたセンサーのしきい値情報が正しく表示されません。

対処方法

アップデートされたセンサーのしきい値情報を表示するには、次の IPMItool コマン
ドを使用します。

ipmitool -H <spip> -U <ユーザー名> -P <パスワード> sensor sel list | 
grep Drive

2a00 | 01/26/2007 | 14:22:19 | Drive Slot #0x25 | Predictive 
Failure Asserted
2b00 | 01/26/2007 | 14:22:20 | Drive Slot #0x24 | Predictive 
Failure Asserted
2c00 | 01/26/2007 | 14:22:21 | Drive Slot #0x23 | Predictive 
Failure Asserted
2d00 | 01/26/2007 | 14:22:22 | Drive Slot #0x22 | Predictive 
Failure Asserted

ipmitool -H <spip> -U < ユーザー名 > -P < パスワード > sensor
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ILOM 1.1 SP フラッシュアップデートでエラーが
発生する (6544059)
ILOM 1.1 以降を使用し、サービスプロセッサをフラッシュアップグレードしようと
すると、部分フラッシュエラーが発生することがあります。

対処方法

サービスプロセッサをリセットしてからフラッシュアップグレードを再試行します。
必ず正しいパス名を使用してください。
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