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Sun Fire X4540 サーバーご使用にあた
って

本書には、Sun Fire™ X4540 サーバーについての 新の情報および注意事項が含まれ
ています。

ここでは、以下の注意事項について説明します。

■ 1 ページの「サポート対象オペレーティングシステム」

■ 2 ページの「 Sun Installation Assistant (SIA) 」

■ 2 ページの「ツールとドライバの CD 」

■ 3 ページの「オプションのソフトウェア」

■ 6 ページの「 新ファームウェアアップデート」

■ 6 ページの「ハードウェア、ファームウェア、および BIOS に関する注意事項」

■ 22 ページの「システム管理およびサービスプロセッサに関する注意事項」

■ 26 ページの「ソフトウェアの一般的な注意事項」

■ 29 ページの「 Solaris OS の注意事項」

■ 30 ページの「 Linux OS の注意事項」

■ 34 ページの「 Windows OS の注意事項」

■ 36 ページの「 Windows 用 Sun Disk Control and Monitoring アプリケーション」

■ 40 ページの「ドキュメントの注意事項」

■ 41 ページの「注文可能なドキュメントおよびソフトウェアの CD 」

サポート対象オペレーティングシステム
ご使用の Sun Fire サーバーのオペレーティングシステムサポートの全リストについ
ては、以下の Sun Web サイトをご確認ください。

http://www.sun.com/servers/x64/x4540/os.jsp
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Sun Installation Assistant (SIA)
Sun Installation Assistant (SIA) は、サーバーのオペレーティングシステムのインス
トールを補助するために使用される、ブート可能なツールです。SIA は、以下のタス
クを実行します。

■ システムのハードウェアを識別して、OS インストール用に Sun サーバードライバを
準備します。SIA を使用すれば、ドライバ CD を作成する必要がなくなります。

■ システム BIOS、SP ファームウェア、インストールされているデバイスファーム
ウエアのアップグレード、アクセスできない SP の回復などに使用できるツールを
提供します。使用可能なツールはシステム固有であり、システムによって異なり
ます。

■ OS ベンダーのネイティブインストールプログラムを起動します。

■ OS インストールプロセス中に適切なドライバおよびプラットホーム固有のソフト
ウェアを識別してインストールします。

ご使用のサーバー用の (CD または USB フラッシュドライブの) 新のイメージは、
以下の Web からダウンロードできます。 

http://www.sun.com/servers/x64/x4540/downloads.jsp

ツールとドライバの CD
ツールとドライバの CD には、サーバー用の Sun のドライバおよびオプションのソ
フトウェアが含まれています。このドライバおよびオプションのソフトウェアを使用
すると、サーバーで実行するさまざまなオペレーティングシステムとともにツールを
選択して、サーバーの機能の管理および強化を行うことができます。 

ご使用のサーバー用のツールとドライバの CD の 新バージョンは、以下の Web か
らダウンロードできます。 

http://www.sun.com/servers/x64/x4540/downloads.jsp
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オプションのソフトウェア
Sun Fire サーバーでは、オプションのソフトウェアを使用することができます。あら
かじめインストールされているもの、ダウンロードできるもの、オプションとして購
入できるものがあります (Solaris™, Sun Java™ Enterprise System)。 

また、ツールとドライバの CD で利用できるオプションのソフトウェアツールもあり
ます (suncfg™, HERD、cfggen™, Disk Control and Monitoring ユーティリティー)。
これらのオプションのソフトウェアコンポーネントの詳細は、以下で説明します。

■ 3 ページの「Solaris 10 オペレーティングシステム」

■ 4 ページの「Sun Java Enterprise System」

■ 4 ページの「suncfg ユーティリティー」

■ 4 ページの「hd ハードディスクマッピングユーティリティー」

■ 5 ページの「LSI cfggen ユーティリティー」

■ 5 ページの「Disk Control and Monitoring ユーティリティー」

■ 5 ページの「Hardware Error Report and Decode (HERD) ユーティリティー」

■ 5 ページの「Linux HERD (Hardware Error Report and Decode) ツールは Xen カ
ーネルでは実行不可 (6721015)」

■ 6 ページの「Sun xVM Ops Center」

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 の専門家に必要なセキュリティ
ー、管理容易性、およびパフォーマンスを提供して、サービスレベルの向上と、コ
ストおよびリスクの低減を実現しやすくします。また、開発、テスト、サービスの
ための新しい予測可能なアプローチを使用して提供される標準ベースの統合オープ
ンソフトウェアである、Sun Java Enterprise System の基盤としても機能します。
Solaris OS は、サーバーにあらかじめ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。 

DVD イメージをダウンロードするには、以下にアクセスしてください。

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

Solaris 10 OS のオンラインドキュメントは、以下の URL で入手できます。

http://docs.sun.com/documentation
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Solaris に GRUB ベースの起動のサポートが追加

Solaris 10 11/06 OS リリースから、Solaris OS を実行している x86 ベースのシステ
ムで、オープンソースの GNU Grand Unified Bootloader (GRUB) が実装されていま
す。GRUB は、ブートアーカイブをシステムのメモリーにロードするブートローダ
ーです。ブートアーカイブには、システムの起動に必要なカーネルモジュールおよ
び設定ファイルが含まれています。GRUB の詳細については、grub(5) man ページ
を参照してください。

GRUB ベースの環境で Solaris 10 11/06 以降を実行しているサーバーを起動する方法
については、『Solaris 10 System Administration Guide: Basic Administration 
(Solaris 10 システム管理ガイド：基本管理)』を参照してください。

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
介して配布されるエンタープライズクラスのアプリケーションをサポートするために
必要なサービスを提供する、一連のソフトウェアコンポーネントです。Java ES はサ
ーバーにロード済みです。

Java ES のオンラインドキュメントは、以下の URL で入手できます。

http://docs.sun.com/documentation

suncfg ユーティリティー

suncfg ユーティリティーは、Windows 上で実行され、自動配備で便利な SP と BIOS 
の設定タスクを実行する、コマンド行ユーティリティーです。詳細については、『x64 
Servers Utilities Reference Manual (x64 サーバーユーティリティーリファレンスマニ
ュアル)』を参照してください。

hd ハードディスクマッピングユーティリティー

hd ユーティリティーは、Solaris、Linux、および Windows で実行することができ、
サーバーの 48 個のハードディスクドライブの論理/物理マッピングを提供します。
詳細については、『x64 Servers Utilities Reference Manual (x64 サーバーユーティリ
ティーリファレンスマニュアル)』を参照してください。
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LSI cfggen ユーティリティー

cfggen ユーティリティーは、Windows で実行され、内部ドライブの統合ミラー化 
(IM) を管理するコマンド行ユーティリティーです。『x64 Servers Utilities Reference 
Manual (x64 サーバーユーティリティーリファレンスマニュアル)』を参照してくだ
さい。

Disk Control and Monitoring ユーティリティー

Disk Control and Monitoring (DCM) ユーティリティーは、Microsoft Windows 
Server 2003 R2、Windows Server 2003 R2 SP2、Red Hat 4.5 Linux、または SUSE 10 
Linux オペレーティングシステムを実行している Sun Fire X4540 サーバー用のプログ
ラムです。DCM は、ドライブの挿入と取り外しを支援し、ディスク構成の変更を報
告し、ディスク FRU (フィールド交換ユニット) 情報と Sun Fire X4540’s BMC (別名
サービスプロセッサ) に格納された情報とを同期します。

詳細については、Solaris および Linux システムの場合は『Sun Fire X4540 Server 
Operating System Installation Guide (Sun Fire X4540 サーバーオペレーティングシス
テムインストールガイド)』を、Windows の場合は『Sun Fire X4540 Server 
Windows Operating System Installation Guide (Sun Fire X4540 サーバー Windows 
オペレーティングシステムインストールガイド)』を参照してください。

Hardware Error Report and Decode (HERD) 
ユーティリティー

HERD は、修正可能なハードウェアエラーの監視、デコード、および報告を行うため
の、Linux 上で実行されるユーティリティーです。詳細については、『x64 Servers 
Utilities Reference Manual (x64 サーバーユーティリティーリファレンスマニュアル)』
を参照してください。

Linux HERD (Hardware Error Report and Decode) 
ツールは Xen カーネルでは実行不可 (6721015)
診断ツール HERD は、Xen カーネルで起動されている場合は、RHEL 5.1 で実行でき
ません。このユーティリティーは、Xen が有効になったカーネルの RHEL 5.1 では、
期待どおりに CPU とメモリのイベントのログをとりません。
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Sun xVM Ops Center

Sun xVM Ops Center は、物理環境および仮想環境用の非常にスケーラブルな統合管
理プラットフォームです。Sun xVM Ops Center は、グローバルなデータセンター全
体に分散したマルチプラットフォームの x64 および SPARC システムを管理して、既
存のツールセットと統合します。Sun xVM Ops Center によって、コンプライアンス
の報告 (ITIL) およびデータセンターの自動化の多くの側面が促進され、何千ものシス
テムの同時管理が可能になります。

最新ファームウェアアップデート
Sun Fire X4540 サーバー用の 新ファームウェアアップデートは、システムに付属の
ツールとドライバの CD で利用できます。また、ツールとドライバの CD の 新バー
ジョンは、以下の Web からダウンロードできます。 

http://www.sun.com/servers/x64/x4540/downloads.jsp

ハードウェア、ファームウェア、および 
BIOS に関する注意事項
Sun Fire X4540 サーバーのハードウェア、ファームウェア、サービスプロセッサ、
BIOS には以下の注意事項が適用されます。 

■ 8 ページの「推奨ラック」

■ 9 ページの「ハードディスクドライブ (HDD) の交換」

■ 9 ページの「システムコントローラの取り外しにはボールペンなど非導電の先の尖
ったものが必要」

■ 9 ページの「システムコントローラの取り付け」

■ 9 ページの「ハードディスクドライブ 0、1、8、9 を取り外す前には注意する」

■ 10 ページの「ファントレイのカバーを 60 秒以上開けない」

■ 10 ページの「HDD スロットが空の場合は HDD アクセスカバーを必要以上長時間
開けておかない」

■ 10 ページの「ファントレイの LED (6469493、6456577)」

■ 11 ページの「LED の場所」

■ 11 ページの「初期バージョンのファントレーには使用されない青の LED がある」

■ 11 ページの「背面のスロットを持ってサーバーを持ち上げない」
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■ 11 ページの「PCI カードのケーブルの接続・切断が困難」

■ 12 ページの「ホコリによるシステム冷却効果への影響」

■ 12 ページの「POST で F2、F8、および F12 メッセージが表示されない (6652479)」

■ 12 ページの「BIOS セットアップオプションがインストールされたデバイスでサポ
ートされていない場合に、システムが起動しない (6678497)」

■ 12 ページの「スタンバイモードでの AC 電源の再投入後にシステムが起動しない 
(6700772)」

■ 13 ページの「ポート 0/0 と 0/1 が空の場合にシステムがハードウェア SATA ポー
ト 0/2 で起動した (6696443)」

■ 13 ページの「メモリチェックを一時停止しようとした場合に Pause キーとホット
キーが断続的に機能しなくなる (6681749)」

■ 13 ページの「Unganged モードのメモリ (6693114)」

■ 14 ページの「起動時の Linux 起動メッセージ (6659995)」

■ 14 ページの「非 root 管理者アカウントでアップグレードするとアップグレードが
失敗する (6682360)」

■ 14 ページの「フラッシュアップグレードは同時に他のアップグレードが既に実行
中の場合は失敗する (6684204)」

■ 15 ページの「ILOM のアップグレード時に BIOS が 2 回フラッシュされる 
(6706794)」

■ 15 ページの「JavaRConsole クライアントで ILOM WebGUI 画面の大きさを変更
すると、アイドル画面が正常ではなくなる (6688489)」

■ 15 ページの「BIOS POST 時の IPMI システムイベントログのタイムスタンプが正
しくない (6670609)」

■ 16 ページの「電源異常検出が無効である (6672402, 6672400)」

■ 16 ページの「ILOM CLI が引用符に囲まれた値を正常に解析できない (6559544)」

■ 16 ページの「特定のドライブでダウンロードが失敗する (6653884)」

■ 16 ページの「周囲温度が低い環境でのシステムの動作中にエラーメッセージが表
示される」

■ 16 ページの「ドライブの取り外しまたは交換 (6688264)」

■ 17 ページの「svcs -xv コマンドの実行時にエラーメッセージが表示される」

■ 17 ページの「Linux 用 HERD ユーティリティーが RHEL 5.1 で動作しない」

■ 17 ページの「sd が fdisk でパーティションに分割されたディスクを EFI でパー
ティションに分割されたディスクとして処理する (6355349)」

■ 14 ページの「10GB HBA を取り付けている場合、サーバーが POST の 後にハン
グアップする (6717046)」

■ 18 ページの「ILOM サービスプロセッサが応答せず、USB デバイスへのアクセス
が失敗する (6708525)」

■ 18 ページの「警告ルールの設定後に SSH 接続が遅延する (6715659)」
 Sun Fire X4540 サーバーご使用にあたって 7



■ 19 ページの「ILOM 2.0：ブラウザの Cookie が有効になっていない場合、
GUI/CLI セッションがタイムアウトしない (6581097)」

■ 19 ページの「Solaris ホストから仮想フロッピーをフォーマットできない 
(6593484)」

■ 19 ページの「JavaRConsole の複数タブサポートが機能しない (6606701)」

■ 20 ページの「USB/KCS インタフェースでのサービスプロセッサのフラッシュで
障害が必ず発生する (6607039)」

■ 20 ページの「ILOM 2.0：Firefox で証明書に関する警告が表示されると、他のユ
ーザーの ILOM WebGUI がハングアップする (6681331)」

■ 20 ページの「画面の大きさを変更するとアイドル画面が正常ではなくなる 
(6688489)」

■ 21 ページの「ipmiflash が「lost contact with host (ホストとの接続が失われまし
た)」と表示して終了する (6694423)」

■ 21 ページの「ILOM 2.0：別の JavaRConsole が既に開いている場合に、Solaris の
キーボードリダイレクションが機能しない (6696796)」

■ 22 ページの「フォークによって pthread seg が失敗するようである (6714006)」

■ 22 ページの「コンパクトフラッシュから起動すると書き込めないという警告が出
される (6724314、6580680)」

推奨ラック

Sun Fire X4540 サーバーは奥行きが深いため、1,000 mm サイズのラックが 適です。
Sun は、Sun Rack 1000-42 および Sun Rack 1000-38 を推奨しています。これらのラッ
クのインストールドキュメントは、『X4540-J Slide Rail Installation Guide (X4540-J 
スライドレールインストールガイド)』に含まれており、注文可能なレールキットボッ
クスに付属しています (オンラインでも入手可能)。このドキュメントは、このキット
を付属品またはオプションとしてリストしている Sun 製品に適しています。

URL は次のとおりです。

http://docs.sun.com/app/docs/prod/sf.x4540

Sun 製のラック製品の詳細については、次の Web ページをご覧ください。

http://www.sun.com/servers/rack/index.html 
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ハードディスクドライブ (HDD) の交換

ハードドライブを交換するときは、ハードドライブのモジュールをしっかり押し込ん
で、正しい位置に確実に固定してください。

システムコントローラの取り外しにはボールペン
など非導電の先の尖ったものが必要

システムコントローラを取り外すには、ボールペンなど非導電の先の尖ったもので取
り出し用ハンドルのリリースボタンを押してください。

システムコントローラの取り付け

システムコントローラを取り付けるときは、奥までしっかり押し込みます。抵抗を感
じたら、さらに押して固定させます。その後、システムコントローラのハンドルを持
ち上げます。カチッという音がしたら所定の位置に固定されます。

ハードディスクドライブ 0、1、8、9 を取り外す
前には注意する

スロット HDD0、HDD1、HDD8、および HDD9 のドライブは、出荷状態ではシステム
ブート可能ドライブです。Solaris 10 OS が正常に停止するまで、HDD0 を取り外さな
いでください。

注 – この注意事項は、Windows オペレーティングシステムには該当しません。

ドライブの状態は、それぞれのディスクドライブに付いている LED の色でわかり
ます。

エラーが発生したドライブはソフトウェアが検知して、黄色の LED が点灯します。 

■ ブート可能でないドライブの場合は、障害が発生したドライブを構成から解除し
ます。青の LED が点灯したら、ドライブを取り外すことができます。 

■ ブート可能なドライブでエラーが発生した場合は、黄色の LED が点灯し、青の 
LED は点灯しません。 
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ブート可能なドライブを交換するには、次の追加手順を実行します。

■ ブート元のドライブを取り外すには、システムを停止します。 

たとえば、HDD0 からブートしているときに、その HDD0 の黄色の LED が点灯し
た場合は、システムを停止してから交換する必要があります。

■ ブート元でないブート可能ドライブを取り外すには、cfgadm コマンドを実行して
ディスクを構成から解除します。青の LED が点灯したら、そのドライブを交換し
ます。

たとえば、HDD0 からブートしているときに、HDD1 の黄色の LED が点灯した場合
は、cfgadm コマンドを実行して HDD1 を構成から解除します。青の LED が点灯
したらそのドライブを交換することができます。

ファントレイのカバーを 60 秒以上開けない

サーバーの稼働中にファントレイのカバーを開けた場合は、60 秒以内に閉めてくだ
さい。そうしないと、サーバーがオーバーヒートすることがあります。

HDD スロットが空の場合は HDD アクセスカバー
を必要以上長時間開けておかない

HDD アクセスカバーは、長時間、必要以上に開けておかないようにしてください。
HDD アクセスカバーは、HDD のサービスが終わり次第、すぐに閉めてください。 

Sun は、1 回に 1 台のハードディスクドライブの取り外しまたは交換のみをサポート
しています。実行中のシステムから、それがたとえ一時的であったとしても、複数の
ハードディスクドライブを取り外さないでください。 

注意 – 空きスロットがあるときに HDD カバーが開いていると、システムが急速に
オーバーヒートしてしまうことがあります。

ファントレイの LED (6469493、6456577)
ファントレイの LED には、次の意味があります。

■ 緑色の LED：ファンが正常に稼動している場合は点灯しません。

■ 青の LED は使用されません。現時点では点灯しないままになっています。

■ 黄色の LED：ファンのいずれか 1 つまたは両方が、遅いか停止していることを示
します。
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■ 前面パネルの上部のエラーインジケータ：ファントレイにエラーが発生した場合
に点灯します。 

注 – 前面パネルの上部のエラーインジケータは、ハードディスクドライブの保守が
必要なときにも点灯します。

LED の場所

通常は、位置特定ボタンを 5 秒間押したままの状態にすると、すべての LED が 15 秒
間点灯します。ただし、この方法では LED が短時間で消えてしまう場合もあります。

注 – 検出 LED は 2 つあります。1 つはシステムの前面パネルにあり、もう 1 つは、
システムの背面パネルにあります。

初期バージョンのファントレーには使用されない
青の LED がある

初期のファントレーには、アクティブにならない青の LED がありました。その後の
バージョンのファントレーには、緑と黄色の LED しかありません。ドキュメントの
一部の図では、古いハードウェアバージョンが使用されていることがあります。

背面のスロットを持ってサーバーを持ち上げない
サーバーの背面には、電源やフィラーパネルを取り付けられる 3 つのスロットがあり

ます。これらの部分を持ってサーバーを持ち上げると、その部分が破損したり怪我を
したりする危険があるため、避けてください。 

PCI カードのケーブルの接続・切断が困難

X4540 の背面パネルは非常に密度が濃くなっています。以下の Mellanox InfiniBand 
PCI カードのケーブルの取り付けおよび取り外しは困難です。 
■ MHET2X-2SC 

■ MHXL-CF256-T 

これらの PCI カードのケーブルを取り付ける際または取り外す際には注意してくだ
さい。
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ホコリによるシステム冷却効果への影響
ホコリや異物の蓄積により、システムの冷却効果に影響が出ることがあります。約 6 
ヶ月おきに (清潔ではない動作環境ではそれより頻繁に) システムを開けてチェック
することをお勧めします。ヒートシンク、ファン、および通気孔をチェックしてくだ
さい。必要に応じてシステム内部に蓄積しているホコリや異物をブラシや掃除機で取
り除いてください。

POST で F2、F8、および F12 メッセージが表示
されない (6652479)
オプションカードがインストールされている場合、シリアルコンソールでは、電源投
入セルフテスト (POST) で F2、F8、および F12 のメッセージが表示されないことが
あります。 

対処方法：メッセージを表示するには、ILOM 遠隔コンソールを使用します。

BIOS セットアップオプションがインストールさ
れたデバイスでサポートされていない場合に、
システムが起動しない (6678497)
インストールしたデバイスが CPU タイミングまたはメモリタイミングの BIOS セッ
トアップオプションをサポートしていない場合、システムが起動しないことがありま
す。これらのオプションはパフォーマンスおよび信頼性を 適化するように設計され
ており、変更してはいけません。

対処方法：CMOS をクリアして、再起動します。手順については、保守マニュアル
を参照してください。

スタンバイモードでの AC 電源の再投入後にシス
テムが起動しない (6700772)
スタンバイモードでの AC 電源の再投入後は、システムは起動しません。以下のステ
ップを実行すると、このエラーが発生します。Windows 2003 (32 ビットまたは 64 ビ
ット) でシステムを起動させます。電源オプションを選択するか、停止を選択してか
らスタンバイを選択することによって、システムをスタンバイモードにします。シス
テムがスタンバイモードの間に AC 電源ケーブルを取り外してから再び挿入して AC 
電源を再投入した場合、システムの電源を入れても起動しません。ipmitool コマンド
を使用すると、シャーシの電源が切れていることが分かります。 

対処方法：電源ボタンを押すか、IPMI コマンドを使用して、システムを起動します。 
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ポート 0/0 と 0/1 が空の場合にシステムがハード
ウェア SATA ポート 0/2 で起動した (6696443)
ハードディスクドライブポート 0 と 1 が空の場合、サーバーは、ハードウェア SATA 
ポート 0/2 から起動しようとしますが、これは期待される動作ではありません。

メモリチェックを一時停止しようとした場合に 
Pause キーとホットキーが断続的に機能しなくな
る (6681749)
Pause キーと ESC キーは、メモリチェック表示を一時停止しようとした場合、断続的
に機能しなくなります。Pause キーの使用後、他のホットキー (F2、F8、F12 など)、
および Esc キーは、正常に機能しないことがあります。

対処方法：表示を一時停止する場合には、キーを 2 回間押します。Pause キーを押し
た場合、Ctrl キーを 1 回押してから、ホットキー (F2、F8、F12 など) または Esc キ
ーを使用します。

Unganged モードのメモリ (6693114)
BIOS セットアップページでメモリを Unganged モードに設定した場合、プラットフ
ォームの BIOS 拡張メモリエラー処理が機能しなくなります。メモリモジュールで訂
正できない ECC エラーが検出されると、システム全体のリセットが行われます。

対処方法：事後分析を行い、SEL イベントのダンプセクションでストリング「080813」
を検索して、報告されたイベントを所有するプロセッサを特定します。

エラー処理仕様 1.0 を使用して、この障害が発生したプロセッサ番号を探し、そのプ
ロセッサのすべてもメモリを取り外すか交換します。 

デフォルトの Ganged モードから変更しないというのが、別の対処方法です。
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10GB HBA を取り付けている場合、サーバーが 
POST の最後にハングアップする (6717046)
X4540 で、スロット 0 に 10GB のホストバスアダプタ (HBA) を取り付けていて、
BIOS 10 (バージョン 0ABNF010) がインストールされている場合、サーバーは電源投
入セルフテスト (POST) の 後でハングアップします。この問題は、10GbE PCI-E カ
ードまたは 4 ポートの GbE NIC (Atlas QGE) カードを取り付けている場合 (この場合
に限らない) に発生することがあります。

対処方法：10 GB ホストバスアダプタ (HBA) は必ずスロット 1 またはスロット 2 に
取り付けてください。 

起動時の Linux 起動メッセージ (6659995)
サービスプロセッサの起動時に、Linux 起動メッセージが表示されます。 

対処方法：サービスプロセッサの Linux 起動メッセージは無視してください。診断
情報は提供されないため、無視しても問題はありません。

非 root 管理者アカウントでアップグレードすると
アップグレードが失敗する (6682360)
ILOM ファームウェアアップグレード GUI で、非 root 管理者アカウントでファー
ムウェアのアップグレードを試行すると、アップグレード失敗メッセージが表示さ
れます。

対処方法：root アカウントで ILOM ファームウェアのアップグレードを再試行して
ください。ファームウェアイメージが破損している場合は、ホストベースのサービス
プロセッサ復旧プロセスが必要になります。このプロセスでは、ツールとドライバの 
CD に含まれている、DOS の socflash.exe ユーティリティーを使用することがで
きます。

フラッシュアップグレードは同時に他のアップグ
レードが既に実行中の場合は失敗する (6684204)
フラッシュアップグレードは、別のフラッシュアップグレードが既に実行中の場合に
は失敗し、不正な操作が試行されているという警告メッセージが出されます。
14 Sun Fire X4540 サーバーご使用にあたって • 2008 年 7 月 



X4140、X4540、および X4150 用の ipmiflash ユーティリティーは、他のフラッシ
ュアップグレードが既に実行中であるかどうかをチェックしません。そのため、片方
または両方のフラッシュアップグレードが失敗することがあります。また、可能性は
低くなりますが、ILOM フラッシュイメージが破損しており、ILOM socflash.exe 
プログラムを使用してフラッシュ復旧処理が必要である場合があります。

対処方法：並行フラッシュを回避してください。ILOM フラッシュイメージが破損し
ている場合には、ILOM socflash.exe プログラムを使用して復旧させてください。 

ILOM のアップグレード時に BIOS が 2 回フラッ
シュされる (6706794)
ILOM サービスプロセッサは、ILOM アップグレードで BIOS を 2 回アップグレード
します (アップグレード中と、アップグレード完了直後)。

対処方法：ILOM アップグレード時の 2 回の BIOS のフラッシュアップグレードによ
って機能が損なわれることはないため、無視して構いません。

JavaRConsole クライアントで ILOM WebGUI 画
面の大きさを変更すると、アイドル画面が正常で
はなくなる (6688489)
JavaRConsole 遠隔クライアントで ILOM WebGUI 画面の大きさを変更すると、アイ
ドル画面が正常ではなくなります。これは、ビデオで有効化されているスケーリング
のデフォルト設定が適用されている場合に発生します。

対処方法：リダイレクションを停止して再起動し、Java コンソールウィンドウに何
かを入力してから、ビデオのスケーリングを無効にします。

BIOS POST 時の IPMI システムイベントログの
タイムスタンプが正しくない (6670609)
BIOS 電源投入セルフテスト (POST) 時の ILOM サービスプロセッサインテリジェン
トプラットフォーム管理インタフェース (IPMI) SEL (システムイベントログ) メッセ
ージでは、正しくないタイムスタンプが表示されます。

対処方法：BIOS POST 時の正しくないタイムスタンプは無視してください。
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電源異常検出が無効である (6672402, 6672400)
電源異常検出は当面は無効になっています。短い停電では、ホストは、リセットまた
は再起動ではなく、ハングアップします。そのようなイベントを検出するために使用
可能な、FPGA (Field-Programmable Gate Array) の機能は、期待どおり機能してい
ます。 

ILOM CLI が引用符に囲まれた値を正常に解析でき
ない (6559544)
/SP/clients/ldap でプロパティ binddn に空白が含まれた値を入力すると、値が
正常に解析されず、正しくない値になってしまいます。

対処方法：エスケープ文字を追加して、値が正常に機能するようにします。

特定のドライブでダウンロードが失敗する 
(6653884)

download microcode コマンドが、Solaris 11、Solaris 10 アップデート 5 Windows 
OS 5 で、特定のドライブで失敗します。ただし、他の ドライブでは成功します。こ
の障害は、ファームウェアファイルサイズが大きいためである可能性があります。 

対処方法：LSI ホストバスアダプタ (HBA) でコードをダウンロードします。

周囲温度が低い環境でのシステムの動作中にエラ
ーメッセージが表示される

周囲温度が低い環境でシステムを動作させるとエラーメッセージが表示されることが
あります。

ドライブの取り外しまたは交換 (6688264)
ドライブをシャーシから取り外しても、cfgdisk ユーティリティーは、デバイスが
取り外されたと報告しません。ドライブがシャーシに挿入された場合には、
cfgdisk -o connect -d sata location コマンドの実行後にのみイベントが
記録されます。
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svcs -xv コマンドの実行時にエラーメッセージ
が表示される

プレインストールバージョンのオペレーティングシステムをロードした状態で svcs 
-xv を実行すると、以下のエラーが返されます。

svc:/system/webconsole:console (java web console)
 State: maintenance since Tue Jun 24 15:44:26 2008
Reason: Maintenance requested by an administrator.
   See: http://sun.com/msg/SMF-8000-63
   See: man -M /usr/share/man -s 1M smcwebserver
   See: /var/svc/log/system-webconsole:console.log
Impact: This service is not running. 

対処方法：以下のコマンドを実行します。

/usr/share/webconsole/private/bin/wcremove -i console

このコマンドの実行後に、サーバーを再起動してから、シェルプロンプトでもう一度 
svcs -xv コマンドを実行して、サービスが使用可能であることを確認します。 

Linux 用 HERD ユーティリティーが RHEL 5.1 で
動作しない 
X4540 の Hardware Error Report and Decode (HERD) ツールは、Xen カーネルの Red 
Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.1 では実行できません。 

対処方法：非 Xen カーネルで起動してから、HERD を使用します。

sd が fdisk でパーティションに分割されたディ
スクを EFI でパーティションに分割されたディス
クとして処理する (6355349)
ディスクが拡張ファームウェアインタフェース (EFI) または GUID パーティションテ
ーブル (GPT) 以外のフォーマットに再パーティション化された後に GPT のバックア
ップヘッダーがディスクに残っている場合、Solaris OS は、EFI または GPT でラベル
付けられているものとしてそのディスクを処理することがあります。このエラーは、
以前のリリースの Solaris で、またはEFI または GPT に対応していないユーティリテ
ィーを使用して、EFI または GPT でラベル付けられたディスクを再パーティション化
した場合にのみ発生します。GPT バックアップを使用すると、以下の警告が表示され
ます。
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primary label corrupt; using backup

対処方法 1：ディスクを再パーティション化する前にディスク全体をクリアします。

dd if=/dev/zero of=/dev/rdsk/c1t3d0

対処方法 2：ディスクの 終ブロックに存在する GPT バックアップヘッダーをクリ
アします。以下のステップを実行します。

1. verify オプションを指定して、ディスクに対して format コマンドを実行します。
セクターの値をメモにとります。

#echo  "verify" | format /dev/rdsk/c1t3d0 | grep "^sectors"
Reading the primary EFI GPT label failed.Using backup label.
Use the ’backup’ command to restore the primary label.
sectors = 143374743

2. (オプション) 指定されたブロックの内容をコピーします。

dd if=/dev/rdsk/c1t3d0 of=/var/tmp/lastblock iseek=143374743

3. 指定されたブロックをクリアします。

dd if=/dev/zero of=/dev/rdsk/c1t3d0 oseek=143374743

ILOM サービスプロセッサが応答せず、USB デバ
イスへのアクセスが失敗する (6708525)
ごく稀に、Integrated Lights Out Manager (ILOM) サービスプロセッサが USB イン
タフェースで応答しなくなり、仮想 USB マウス/キーボード/フロッピー/CD-ROM 
へのアクセスが失敗します。

対処方法：GUI、CLI、IPMI、または SNMP インタフェースを使用して、ILOM サ
ービスプロセッサをリセットします。 

警告ルールの設定後に SSH 接続が遅延する 
(6715659)

ある障害で、Integrated Lights Out Manager (ILOM) 2.0.2.5 があるシステムで警告を
設定した後に、SSH を使用してシステムに接続すると遅延が発生します。
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ILOM 2.0：ブラウザの Cookie が有効になってい
ない場合、GUI/CLI セッションがタイムアウトし
ない (6581097)
ILOM Web インタフェースでは、ユーザーのブラウザで Cookie を有効にする必要が
あります。Cookie を無効にしてログイン試行すると、システムセッションリソース
が枯渇して、それ以降ログインが成功しなくなることがあります。(6580773)

対処方法：この問題が発生しないようにするためには、Web サービスを無効にしま
す。または、ユーザーのブラウザで常に Cookie を有効にします。リソース障害をク
リアするには、サービスプロセッサをリセットします。

Solaris ホストから仮想フロッピーをフォーマット
できない (6593484)
Solaris システムをホストとして、仮想フロッピーをフォーマットできません。この
問題は、以下のステップに従った場合に発生します。

1. クライアントとしての Windows XP システムからフロッピーデバイスをリダイレ
クトします。 

2. ホストとしての Solaris システムから、"rmformat -F force virtualFloppyRawDevice" 
を実行します (システムに直接接続された物理フロッピーディスクをフォーマット)。 

JavaRConsole の複数タブサポートが機能しない 
(6606701)

Web UI から起動すると、単一の JavaRConsole ウィンドウで、複数のタブを使用し
て複数のサービスプロセッサ (SP) の IP アドレスに同時に接続できます。複数の 
AST2000 ベースの SP、または G3 ベースと AST2000 ベースの SP の組み合わせに接
続した場合、この機能が失われます。

対処方法：各 ILOM サービスプロセッサ GUI から、別々の JavaRConsole セッショ
ンを起動します。
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USB/KCS インタフェースでのサービスプロセッ
サのフラッシュで障害が必ず発生する (6607039)
2.0.2.1 (build 36) からあるリリースまでの、USB インタフェースによるサービスプロ
セッサのフラッシュで、障害が発生することがあります。

ILOM 2.0：Firefox で証明書に関する警告が表示さ
れると、他のユーザーの ILOM WebGUI がハング
アップする (6681331)
あるホストから ILOM WebGUI にログインします。WebGUI が応答していることを
確認します。別のマシンで Firefox を使用して WebGUI を開き、警告メッセージが出
るまで待機します。

Solaris の場合、以下の警告メッセージが表示されます。
  Website Certified by an unknown Authority
  Unable to verify the identity of sun-ilon as a trusted site

Windows の場合、以下の警告メッセージが表示されます。
  Security Error: Domain Name mismatch
  You have attempted to establish a connection with "x.x.x.x"

このウィンドウが表示されている間、もう一方の WebGUI クライアントから ILOM 
にアクセスできません。

Mozilla Firefox ブラウザは、SSL 証明書を受け入れるかどうかを尋ねるためにエンド
ユーザーに確認ダイアログを表示している間、TCP トランザクションを開いて保持
します。ILOM Web サーバー (webgo) は単一インスタンス、単一スレッドのアプリ
ケーションであるため、これによって他のユーザーが使用できなくなります。

対処方法：迅速に確認ダイアログに応答します。

画面の大きさを変更するとアイドル画面が正常で
はなくなる (6688489)
1. JavaRConsole を起動します。

2. JavaRConsole ウィンドウをリダイレクトされたウィンドウより大きくします。

3. ビデオスケーリングを有効化します。

4. アイドル画面 (Solaris10/RHEL5 GUI ログインなど) を約 10 分表示したままにし
ます。
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5. ウィンドウの大きさを変更します。

6. これでビデオが正常ではなくなります。

対処方法：

■ リダイレクションを停止して、リダイレクションを開始します。

■ Java コンソールウィンドウに何かを入力します。

■ スケーリングを無効にします。

ipmiflash が「lost contact with host (ホストとの
接続が失われました)」と表示して終了する 
(6694423)

サービスプロセッサのファームウェアのアップグレード時に、ipmiflash が「lost 
contact with host (ホストとの接続が失われました)」というエラーメッセージを表示
して終了します。

対処方法：Ipmiflash をもう一度開始すると、システムが正しいバージョンのファー
ムウェアでアップグレードされます。

ILOM 2.0：別の JavaRConsole が既に開いている
場合に、Solaris のキーボードリダイレクションが
機能しない (6696796)
Solaris のキーボードリダイレクションは、以下のシナリオでは機能しません。

■ (Java Runtime Environment (JRE) 1.6 を使用した 32 ビットの Windows または 
Redhat クライアントからの) JavaRConsole。

■ ホストマシンを起動して、 Preboot Execution Environment (PXE) メニューを表示
します。

■ 上下の矢印を選択してキ―ボードが機能しているかを確認します。
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フォークによって pthread seg が失敗するよう
である (6714006)
ごく稀に、Integrated Lights Out Manager (ILOM) サービスプロセッサが、インテリ
ジェントプラットフォーム管理インタフェース (IPMI) で応答しなくなり、起動時に 
BIOS で BMC Not Responding (BMC が応答しません) と表示されます。

対処方法：ILOM サービスプロセッサが IPMI インタフェースで応答しなくなり、起
動時に BIOS で BMC Not Responding (BMC が応答しません) が表示された場合、
GUI、CLI、または SNMP インタフェースを使用して ILOM サービスプロセッサをリ
セットします。

コンパクトフラッシュから起動すると書き込めな
いという警告が出される (6724314、6580680)
コンパクトフラッシュ (CF) カードからのシステムの起動中、またはシステム内の CF 
カードを使用したネットワークによるシステムの起動中に、Solaris 10 アップデート 
5 と snv_91 ではともに、以下の警告メッセージが表示されます。

WARNING: /pci@0,0/pci-ide@4/ide@0 unable to enable write cache targ=0
ata_set_feature: (0x2,0x0) failed
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@4/ide@0 unable to enable write cache targ=0

システム管理およびサービスプロセッサ
に関する注意事項
以下の注意事項が、Sun Fire X4540 サーバーの Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) およびサービスプロセッサ (SP) に適用されます。

■ 23 ページの「CLI セッションで tftp タイムアウトのためデータが失われる可能
性がある (6554507)」

■ 23 ページの「V1、V2c、V3 の有効化/無効化の後に SNMP が応答しない 
(6554515)」

■ 24 ページの「SP の IP アドレスを WebGUI から変更すると WebGUI が応答しな
くなることがある (6496327)」

■ 24 ページの「help targets コマンドを実行しても /SYS の下のすべてのオブジ
ェクトが表示されない」
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■ 24 ページの「reset_to_defaults のサービスプロセッサファクトリオプション
が機能しない (6672926)」

■ 24 ページの「ボーレートおよびフローコントロールが保存されない (6647450)」

■ 25 ページの「FRUtool で FRU 情報がアップデートされない (6661109)」

■ 25 ページの「物理ファンの LED が ftx.ok2rm.led にない (6671800)」

■ 25 ページの「ファンの測定値がシステムイベントログに表示される (6672284)」

■ 25 ページの「ILOM Service Processor GUI で、保持された設定が選択できない 
(6676365)」

■ 26 ページの「正しくない load コマンドの入力後にエラーメッセージが表示される 
(6676403)」

■ 26 ページの「正しくない ILOM ファームウェアイメージを選択するとエラーメッ
セージが表示される (6681810)」

■ 26 ページの「検出ボタンを押してもドライブの LED が点灯したままである 
(6640032)」

CLI セッションで tftp タイムアウトのためデー
タが失われる可能性がある (6554507)
ダウンロード中に tftp のタイムアウトのために新しいイメージデータのアップロー
ドが失敗した場合、ILOM CLI セッションでデータが失われる可能性があります。 

対処方法：現在の ILOM CLI セッションを閉じて、新しいセッションを開きます。

V1、V2c、V3 の有効化/無効化の後に SNMP が応
答しない (6554515)
ユーザーまたはコミュニティーの 大数が設定されている場合、または複数のコマン
ドが間をあけずに実行された場合、ILOM サービスプロセッサでサービス開始の問題
が発生する可能性があります。

対処方法：ユーザーまたはコミュニティーの 大数を設定せず、各設定コマンドの間
に数秒待機してください。 
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SP の IP アドレスを WebGUI から変更すると 
WebGUI が応答しなくなることがある (6496327)
ILOM WebGUI (Web インタフェース) を使って SP の IP アドレスを変更すると、
WebGUI が応答しなくなることがあります。 

対処方法：次のいずれかの手順を実行します。

■ ILOM の CLI を使って SP の IP アドレスを変更します。

■ ILOM WebGUI を使って SP の IP アドレスを変更した後は、ブラウザのキャッシ
ュと Cookie を消去します。

help targets コマンドを実行しても /SYS の下
のすべてのオブジェクトが表示されない

help targets コマンドを実行しても、/SYS の下にあるすべての有効なターゲット
は表示されません。これは既知の問題です。

reset_to_defaults のサービスプロセッサファ
クトリオプションが機能しない (6672926)
サービスプロセッサには reset_to_defaults の選択があります。これには通常以
下の選択肢があります。ユーザーアカウント、すべて、およびファクトリ。

SW1.0 では、「ファクトリ」の選択が機能しません。

対処方法：reset_to_defaults を使用する場合には、「すべて」を選択します。ま
たは、設定を保存せずにサービスプロセッサを再インストールすることもできます。 

ボーレートおよびフローコントロールが保存され
ない (6647450)
シリアルポートのボーレートおよびホストおよびサービスプロセッサのシリアルポー
トインタフェースに対するフローコントロールに関する ILOM サービスプロセッサ
の設定は、サービスプロセッサをリセットすると保存されません。

対処方法：ボーレート 9,600 を使用するか、サービスプロセッサをリセットするごと
に代替のボーレートを設定します。
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FRUtool で FRU 情報がアップデートされない 
(6661109)

FRUtool で、電源ユニット (PSU) のフィールド交換可能ユニット ID (FRUID) 情報が
迅速にアップデートされません。

対処方法：FRU 情報が必要な場合は、PSU のホットスワッピング後にサービスプロ
セッサをリセットします。

物理ファンの LED が ftx.ok2rm.led にない 
(6671800)

ILOM サービスプロセッサ (SP) は、センサーおよびインジケータの情報を提供しま
す。物理ファンの LED が、ftx.ok2rm.led にありません。正しくないヘッダーで記述
されています。

対処方法：物理的には存在しない、ユーザーインタフェースのファントレー ok2rm 
LED を無視します。ファンはホットスワップ可能です。ファンの取り外しの準備を
するための保守手順はありません。

ファンの測定値がシステムイベントログに表示さ
れる (6672284)
サーバーの電源を再投入すると、低く、重要ではないファンの測定値が、IPMI SEL 
(システムイベントログ) に断続的に記録されることがあります。 

対処方法：サービスプロセッサの IPMI SEL の重要ではないファンの警告は無視し
ます。

ILOM Service Processor GUI で、保持された設定
が選択できない (6676365)
ILOM サービスプロセッサ GUI で、ファームウェアのアップグレードをキャンセルし
て再試行した場合、保持された設定の選択は、色が薄くなって選択不可になります。

対処方法：GUI セッションを終了し、ILOM GUI からログアウトして、ファームウ
ェアアップグレードプロセスを再試行します。または、設定を保持せずにアップグレ
ードします。
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正しくない load コマンドの入力後にエラーメッセ
ージが表示される (6676403)
正しくない load コマンドを入力すると、無関係なエラーメッセージが表示されます。

対処方法：正しい引数を指定してコマンドを再試行します。

正しくない ILOM ファームウェアイメージを選択
するとエラーメッセージが表示される (6681810)
ファームウェアアップグレード GUI で、正しくない ILOM ファームウェアイメージ
を選択すると、無関係なエラーメッセージが表示されます。

対処方法：無関係なエラーメッセージは無視します。

検出ボタンを押してもドライブの LED が点灯した
ままである (6640032)
検出ボタンを 15 秒以上押すと、ドライブの LED は、点灯したままになります。 

対処方法：前面および背面の検出ボタンが押された状態で固まっていないことを確認
してから、GUI、CLI、SNMP、または IPMI インタフェースを使用してサービスプ
ロセッサをリセットします。問題が解決されない場合は、システムコントローラをリ
セットして、AC 電源を再投入します。

ソフトウェアの一般的な注意事項
このセクションには、Sun のオプションソフトウェアを実行する、Sun Fire X4540 サ
ーバーに適用される注意事項が含まれています。

■ 27 ページの「サーバーの起動後に外部 CD/DVD-ROM ドライブを接続すると、
USB フラッシュドライブからの Sun Installation Assistant (SIA) によるオペレーテ
ィングシステムのインストールが失敗する (6648865)」

■ 27 ページの「ブート順序の変更 (6497367)」

■ 28 ページの「SunVTS ディスクテストのテストパラメータがデフォルトに設定さ
れていて、実行時間が長い (6548088)」

■ 28 ページの「RAID ボリュームのドライブの容量」

■ 28 ページの「PowerNow! を使用している OS 用に設定する」
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サーバーの起動後に外部 CD/DVD-ROM ドライブ
を接続すると、USB フラッシュドライブからの 
Sun Installation Assistant (SIA) によるオペレーテ
ィングシステムのインストールが失敗する 
(6648865)

SIA ソフトウェアで準備された USB フラッシュドライブからの起動後に外部 USB 
CD/DVD-ROM を接続すると、システムが CD/DVD-ROM ドライブを検出できませ
ん。Sun Fire X4540 サーバーでのオペレーティングシステムのインストールを補助す
るために SIA フラッシュドライブを使用して、CD 配布メディアを使用してオペレー
ティングシステムをインストールする場合、インストールプロセス中に SIA から、
CD にアクセスできる必要があります。

対処方法：Sun Fire X4540 サーバーでのオペレーティングシステムのインストールを
補助するために SIA フラッシュドライブを使用して、CD 配布メディアを使用してオ
ペレーティングシステムをインストールする場合は、USB フラッシュドライブから
サーバーを起動する前に、まずサーバーの空いている USB ポートに CD/DVD-ROM 
ドライブを接続する必要があります。 

ブート順序の変更 (6497367)
システムを何回かブートすると、ブート順序が変更されたため、意図されたものでな
いデバイスからブートしている可能性があります。

対処方法：この問題が発生した場合は、以下のように、BIOS のブート順序を設定し
ます。

1. F2 キーを押して BIOS セットアップを実行します。 

2. Tab キーを押して、「Boot (ブート)」->「Boot Device Priority (ブートデ
バイス優先)」を選択します。

3. 意図されたブート元デバイスが選択されていることを確認します。選択されてい
ない場合は、選択しなおしてください。 
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SunVTS ディスクテストのテストパラメータがデ
フォルトに設定されていて、実行時間が長い 
(6548088)

SunVTS™ ディスクテストのテストパラメータの 1 つの Media Transfer Size (メディ
ア転送サイズ) は、デフォルトでは 32 KB に設定されています。ディスクテストが 1 
回のパスを完了するために、長い時間がかかることがあります。

対処方法：パフォーマンスを改善するためには、以下の手順に従います。 

1. SUNVTS テストを開始する前に、ディスクテストを右クリックしてから、
「Test Parameters Options (パラメータのテストオプション)」を選択します。

2. Media Transfer Size (メディア転送サイズ) で 256KB を選択します。 

3. 「Across All Instances (すべてのインスタンス)」で「Apply to All (すべてに適用)」
を選択します。

この設定によって、テストは数時間で 1 回の実行を完了することができます。 

RAID ボリュームのドライブの容量

RAID ボリュームのドライブは、すべて同じ容量でなければなりません。同じ RAID 
ボリュームに異なる容量のドライブがあると、システムの動作が不安定になります。

PowerNow! を使用している OS 用に設定する

Sun Fire X4540 サーバーには、AMD が開発した消費電力と放熱を削減する AMD 
PowerNow! テクノロジが搭載されています。このテクノロジでは、カーネルの負荷
が低いときに CPU の周波数と電圧を低くすることで電力の消費量を削減します。

CPU の周波数と電圧を変動させることで、クロック速度も変動します。そのため、
システムリソースの使用率によっては、CPU の実際の 大速度よりも大幅に遅くな
る場合があります。たとえば、2.2 GHz のプロセッサを使っていても、使用している
リソースが少ないときは CPU のクロック速度が 約 1.0 GHz まで落ちることがありま
す。これは正常であり、システムが省電力モードになっていることを示します。

注 – PowerNow! は、一部のオペレーティングシステムではサポートされていません。
ただし、サポートされているオペレーティングシステムではデフォルトで有効になっ
ています。次の注意事項を読み、使用している OS に合わせて使用してください。 
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Solaris OS 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。

■ 29 ページの「ブート中に「Bad PBR Sig」というメッセージが表示される」

■ 29 ページの「Solaris 9 SPARC クライアントでは CD-ROM や USB フロッピーデ
ィスクデバイスにリダイレクトできない (6415385)」

■ 30 ページの「Solaris OS の再インストール方法」

■ 30 ページの「ZFS データの同期化を行うとシステムの動作が遅くなる (6430480)」

ブート中に「Bad PBR Sig」というメッセージが
表示される

ブート中に「Bad PBR sig」というメッセージが表示された場合は、ブート可能でな
いデバイスからブートしようとしていることを示しています。 

対処方法：ブート可能なドライブからブートしてください。『Sun Fire X4540 
Installation Guide (Sun Fire X4540 インストールガイド)』を参照してください。

Solaris 9 SPARC クライアントでは CD-ROM や 
USB フロッピーディスクデバイスにリダイレクト
できない (6415385)
Solaris 9 SPARC クライアントでは、CD-ROM や USB フロッピーディスクデバイス
にリダイレクトできません。これは、JavaRConsole がないため、プラットフォーム
にライブラリが必要になるためです。その他のリダイレクト機能は正常に動作します 
(たとえば、キーボード、ビデオ、マウスのリダイレクトなど)。

対処方法：Solaris 10 クライアントを使用します。
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Solaris OS の再インストール方法

Sun Fire X4540 サーバーは、標準装備で、Solaris 10 5/08 OS があらかじめインスト
ールされています。Solaris 10 5/08 を再インストールするには、以下の Sun のダウ
ンロードセンタからダウンロードしてください。

http://www.sun.com/software/solaris/get.jsp

工場出荷時のインストール構成を再作成するには、以下の手順に従います。

1. Solaris 10 5/08 OS をインストールします。

2. 以下から、Solaris OS 用の hd ユーティリティーをインストールします。

http://www.sun.com/servers/x64/X4540/support.xml

3. 2 つのブート可能なディスクをミラー化します。

詳細については、『Sun Fire X4540 Server Administration Guide (Sun Fire X4540 
サーバー管理ガイド)』を参照してください。

4. 以下の Web サイトで現在の推奨パッチを入手できます。

http://www.sun.com/servers/x64/X4540/support.xml

ZFS データの同期化を行うとシステムの動作が遅
くなる (6430480)
ZFS データの同期化を行うと、システムの動作が遅くなります。 

対処方法：I/O 負荷が高いときに書き込みのために config lock が必要なスレッドの
場合、長い時間かかる可能性があります。

Linux OS 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。

■ 31 ページの「Kudzu/Anaconda ですべての SCSI デバイスが認識されない 
(6487566)」

■ 31 ページの「SUSE 10.0 クライアントに USB で接続した CD-ROM は 
JavaRConsole によって正しく認識されない (6415456)」

■ 32 ページの「smarttools または Sun DCMU を使用する場合の非推奨の SCSI 呼び
出し (6549823)」

■ 32 ページの「Ethernet インタフェース名の再順序付け」
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■ 33 ページの「FRU 情報で製品名属性が表示されることがある (6587071)」

■ 34 ページの「Red Hat Enterprise Linux (RHEL) バージョン 4、アップデート 5 で
不均一メモリアクセスが失敗する (6719368)」

Kudzu/Anaconda ですべての SCSI デバイスが認
識されない (6487566)
システムに多数のディスクが取り付けられていると、Kudzu のインストール中に仮
想 CD-ROM およびフロッピーディスク、または USB で接続した外付けの CD-ROM 
が認識されません。これは、Kudzu の不具合です。

詳細については、以下の Web サイトを参照してください。

https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=206641 

対処方法：次のいずれかの手順を実行します。

■ SIA のインストール CD を使ってインストールを行います。

■ 取り付けられているディスクが少ないシステムにインストールを行います。 

SUSE 10.0 クライアントに USB で接続した 
CD-ROM は JavaRConsole によって正しく認識
されない (6415456)
JavaRconsole を開き、CD-ROM デバイスをクライアントマシンに USB で接続して 
CD-ROM のリダイレクションを開始すると、次の 2 つのオプションが表示されます。

■ /dev/hda (システムの CD-ROM デバイス)
■ /dev/scd0 (USB)

このうち、/dev/scd0 を選択するとエラーメッセージが表示されます。

クライアントのシステムで dmesg コマンドを実行すると、USB 接続の CD-ROM が 
/dev/sr0と表示されます。

対処方法：CD-ROM を使うには、次のいずれかを行います。

■ 以下のようにシンボリックリンクを作成します。 
ln -s /dev/sr0 /dev/scd0 

■ 次のエントリを /etc/fstab に追加します。

/dev/sr0 /dev/scd0 usbfs noauto 0 0
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smarttools または Sun DCMU を使用する場合の
非推奨の SCSI 呼び出し (6549823)
smarttools または Sun Disk Control Monitor ユーティリティーを使用している場合
の非推奨の SCSI 呼び出しのため、これらのツールを使用すると、システムログに以
下の警告メッセージが記録されます。

kernel: program smartctl is using a deprecated SCSI ioctl, 
please convert it to SG_IO

または

kernel: program diskmond is using a deprecated SCSI ioctl, 
please convert it to SG_IO

このメッセージは無視してかまいません。

Ethernet インタフェース名の再順序付け

Linux は、Ethernet オプションカードが挿入されて設定されると、デバイス番号を自
動的に再設定します。これによって、PXE インストールおよびユーザーが混乱する
可能性があります。 

対処方法：実行時に適切な Ethernet デバイスを選択できる、対話的 PXE インストー
ル方法を使用します。対話的方法を有効にするには、以下の手順に従います。 

1. kickstart ファイルに「interactive (対話的)」マクロを追加します。 

2. Ethernet デバイスを示すために、PXE サーバーのデフォルトのファイルを変更し
ます。例えば、デフォルトファイルのエントリは以下のようになっています。 

label th-rhel4.5-64-everything
kernel os_images/rhel4.5as_64/images/pxeboot/vmlinuz
append initrd-4500/rhel4.5as_64/initrd.img ksdevice=eth0 load_ramdisk=1 network 
ks=nfs:xx.xx.xx.xx:/data/shared/pxeboot/4500/rhel4.5as_64/ks_everything.cfg

値 ksdevice=eth0 では、Ethernet デバイス eth0 をハードコードしています。
eth0 は、eth4 または eth5 に変更できるため、値をハードコードしないでくだ
さい。 
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3. このステップでは、起動していて実行されているシステムに適用されます。これに
よって、デバイス番号が Ethernet デバイスの MAC アドレスにバインドされます。 

a. ifconfig ethX で、X を対応する数値で置き換えます (例：eth0)。 

b. MAC アドレスをコピーします。 

c. デバイス /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX に対応する 
ifcfg ファイルを編集します。X を対応する数値で置き換えます (例：eth0)。

d. 以下のように、前にコピーした MAC アドレスの行を追加します。
HWADDR=XX:XX:XX:XX:XX:XX

FRU 情報で製品名属性が表示されることがある 
(6587071)

Linux を実行しているサーバーのフィールド交換可能ユニット (FRU) のログを表示す
ると、サービスプロセッサ FRU ログに格納された、ハードディスクドライブ FRU 情
報で、製品名属性が表示されることがあります。この属性は無意味であり、無視して
ください。以下に、この正しくない属性が存在した場合に、ログに記録された FRU 
データを (ipmitool コマンドまたはサーバーの管理ツールで) 表示した際の表示例
を示します。

FRU Device Description : hdd40.fru (ID 58)

Product Manufacturer : HITACHI

Product Name : 232VDDF12872G-40

Product Part Number : HDS7225SBSUN250G

Product Version : V44OA81A

Product Serial : VDK41BT4CAD0GE
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Red Hat Enterprise Linux (RHEL) バージョン 4、
アップデート 5 で不均一メモリアクセスが失敗す
る (6719368)
不均一メモリアクセス (NUMA) が失敗します。この問題は、NUMA が、以下の 
numactl --show コマンドの出力で見られるように、実際の 4 つ ではなく 3 つの 
CPU ノードのみを認識することに関連しているようです。

# numactl --show
policy: default
preferred node: 0
interleavemask:
interleavenode: 0
nodebind: 0 1 2
membind: 0 1 2 3
cpubind: 0123456789101112131415

また、この出力では、cpubind のデータも正しくありません。 

Windows OS の注意事項
ここでは、Microsoft 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。

■ 34 ページの「ホスト OS 上の IPMI を使って HDD を監視・制御できない 
(6434272)」

■ 35 ページの「Windows のインストール中にブートディスクが認識されないことが
ある (6486425)」

■ 35 ページの「SIA を使用した Windows インストールが失敗することがある」

ホスト OS 上の IPMI を使って HDD を監視・制御
できない (6434272)
ハードドライブは、サービスプロセッサや IPMI では監視・制御できません。 

ハードドライブの取り外し可能な状態を示す LED やエラーを示す LED も信頼できま
せん。
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Windows のインストール中にブートディスクが認
識されないことがある (6486425)
大容量記憶装置として、フロッピーディスクドライブをサーバーへ物理的に USB で
接続する場合は、背面上側の USB ポートに接続しないと A ドライブとして認識され
ません。

Solaris OS がインストールされている場合は、Windows のインストーラによりディ
スクドライブが正しく表示されないこともあります。ブートドライブを正しく選択す
るには、ドライブの選択ダイアログで Enter キーを押します。 

■ 上向き矢印キーや下向き矢印キーを押してドライブのリストをスクロールしても、
ブートドライブは表示されません。 

■ 矢印キーを押してしまうと、正しいブートドライブを選択できなくなるので 
Windows のインストールをもう一度 初からやり直してください。

構成は、48 ディスクシステムしかサポートされていません。システムに 48 個のドラ
イブがあると、Windows でのドライブ番号は物理的なドライブ番号と異なります。
たとえば、Windows のブートドライブの番号は 24 ですが、該当する物理ドライブの
番号は 0 です。

Windows オペレーティングシステムのインストール方法の詳細については、『Sun 
Fire X4540 Server Windows Operating System Installation Guide (Sun Fire X4540 サ
ーバーの Windows オペレーティングシステムインストールガイド)』を参照してくだ
さい。

SIA を使用した Windows インストールが失敗する
ことがある

Windows のブート可能ディスクが非ブートドライブのいずれかに入っている場合に
は、Sun Installation Assistant を使用した Windows 2003 サーバー OS のインストー
ルが失敗することがあります。
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Windows 用 Sun Disk Control and 
Monitoring アプリケーション
以下の注意事項は、Windows OS で実行されている、オプションの Disk Control and 
Monitoring アプリケーションソフトウェアに関するものです。 

影響が大きい注意事項：

■ 36 ページの「DCM および IPMI ドライバを実行するには、Windows 2003 R2 ま
たは R2SP2 が必要 (6592395)」

■ 37 ページの「Remove Disk (ディスクの削除) コマンド」

影響が小さい注意事項：

■ 37 ページの「ディスク、ボリューム、および FRU ウィンドウパネルの大きさをル
ートウィンドウに合わせる必要がある (6592336)」

■ 37 ページの「ボリュームおよび FRU ウィンドウで一部の機能がない (6592359)」

■ 37 ページの「DCM メニューアイコン (6592296)」

■ 38 ページの「復元メニューオプションは常に有効化されている (6592312)」

■ 38 ページの「Sync FRU メニューオプションは常に有効化されている (6592325)」

■ 38 ページの「ディスクビューで 小化時に 大化メニューオプションがない 
(6592369)」

■ 38 ページの「基本および動的 Raid-5 ドライブの取り出しおよび交換 (6592227)」

■ 38 ページの「列ソート矢印は右寄せされる (6592349)」

■ 39 ページの「DCM アンインストールが失敗する (6655450)」

■ 39 ページの「Disk Control and Monitoring (DCM) リモートスクリプトのインス
トール」

DCM および IPMI ドライバを実行するには、Windows 2003 
R2 または R2SP2 が必要 (6592395)

DCM は、Windows Server 2003 R2 または R2SP2 にのみインストールできます。
Windows Server 2003 R2 には、DCM に必要な IPMI デバイスドライバが含まれてい
ます。
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Remove Disk (ディスクの削除) コマンド

ボリュームのある動的ドライブを削除する際には注意してください。 

注 – Remove Disk (ディスクの削除) コマンドは、選択したディスクのボリューム
を削除します。データが失われてしまうため、保持したいデータが保存されたディス
クに対してこの操作を実行しないでください。 

詳細については、『Sun Fire X4540 Server Windows Operating System Installation 
Guide (Sun Fire X4540 サーバーの Windows オペレーティングシステムインストール
ガイド)』の「DCM Operation Examples (DCM 操作の例)」を参照してください。 

ディスク、ボリューム、および FRU ウィンドウパネルの大き
さをルートウィンドウに合わせる必要がある (6592336)

ディスク、ボリューム、および FRU ウィンドウパネルは、ルート/親ウィンドウの
サイズに合わせて拡大または縮小する必要があります。DCM ルート/親ウィンドウ
の大きさを再変更すると、子ウィンドウ (ディスク、ボリューム、および FRU) も親
ウィンドウに合うように大きさを再変更する必要があります。例として、Windows 
エクスプローラを参照してください。

注 – これは、ユーザーインタフェースエクスペリエンスにのみ影響を与えます。
DCM は影響されません。

ボリュームおよび FRU ウィンドウで一部の機能がない 
(6592359)

DCM には、ボリュームウィンドウと FRU ウィンドウを追加および復元する、アイ
コンを備えた 2 つのボタン (ボリューム用と FRU 用) があります。これらのウィンド
ウには、終了、 小化、および復元の機能がありません。 

DCM メニューアイコン (6592296)

DCM メニューアイコン列には、列の目的を示すラベルがありません。この列は、サ
ービスプロセッサの各ディスクドライブの状態と比較して、DCM 内の各ディスクド
ライブの状態を示します。 

DCM メニューアイコンについては、『Sun Fire X4540 Server Windows Operating 
System Installation Guide (Sun Fire X4540 サーバーの Windows オペレーティングシ
ステムインストールガイド)』を参照してください。
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復元メニューオプションは常に有効化されている (6592312)

ダブルディスクアイコンの復元メニューオプションは、 小化操作が実行されていな
くても、常に有効化されています。

Sync FRU メニューオプションは常に有効化されている 
(6592325)

FRU の同期メニューオプションは、FRU の同期操作の実行後でも、常に有効化され
ています。FRU の同期操作は、DCM アプリケーションとサービスプロセッサのディ
スク情報の同期がとれていない場合にのみ有効になります。

FRU の同期操作を複数回実行しても、ディスクドライブおよび DCM ディスプレイ
には悪影響は出ません。

ディスクビューで最小化時に最大化メニューオプションがない 
(6592369)

ディスクビューウィンドウを 小化した場合、ディスクウィンドウを元のサイズに復
元するための 大化メニュー機能がありません。

基本および動的 Raid-5 ドライブの取り出しおよび交換 
(6592227)

RAID-5 ドライブをボリュームセットから取り出した場合は、DCM アプリケーショ
ンで、残りの RAID-5 ドライブの 1 つでは、ボリューム情報が表示されません。

RAID-5 ボリュームセット内の残りのドライブでは、正しいボリューム情報が表示さ
れたままです。

列ソート矢印は右寄せされる (6592349)

列のソートは、ソート用の上下矢印で操作し、右寄せされます。
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DCM アンインストールが失敗する (6655450)

DCM バージョン 1.3.5 では、DCM リモートスクリプト 
(DCMRemoteSetup1.0.1.msi) をアンインストールしてから DCM アプリケーショ
ンをアンインストールしようとすると、以下のエラーメッセージを受け取ります。

There is a problem with this Windows Installer package. A 
program run as part of the setup did not finish as expected. 
Contact your support personnel or package vendor.

メッセージを終了するには、「OK」をクリックします。

対処方法：「Repair (修復)」オプションを使用して DCM (DCMSetup1.3.5.msi) を再
インストールしてから、DCM をアンインストールします。

Disk Control and Monitoring (DCM) リモートスクリプトのイ
ンストール

Sun Fire x4540 サーバーで Disk Control and Monitoring (DCM) アプリケーションを
インストールするには、InstallPack.exe を使用します。インストール時に、
DCM リモートスクリプトインストーラ (DCMRemoteSetup1.1.1.msi) が Windows 
デスクトップにコピーされます。 

DCM リモートスクリプト機能をインストールして使用するには、『Sun Fire X4540 
Server Windows Operating System Installation Guide (Sun Fire X4540 サーバーの 
Windows オペレーティングシステムインストールガイド)』の第 11 章「Disk Control 
and Monitoring」または DCM アプリケーションのオンラインヘルプの「DCM 遠隔
クライアント」セクションを参照してください。

ACPI および MSI の無効化 (6684720)
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) を使用していないか、OS で 
ACPI とMSI (メッセージ信号割り込み) の両方を無効化するように設定している場合
は、一部のオプションカードは使用できません。

対処方法：ACPI と MSI を無効化しないでください。
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ドキュメントの注意事項
本書では、以下の注意事項について説明します。 

■ 40 ページの「概要書に正しくないドキュメントがリストされている」

■ 40 ページの「「Edit Existing IP Addresses in ILOM Using the CLI (CLI を使用し
た ILOM での 既存の IP アドレスの編集)」というタイトルのセクション内の正し
くない例 (6654413)」

■ 41 ページの「ケーブル管理アーム (CMA) は Sun Fire X4540 ではサポートされ
ない」 

■ 41 ページの「『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 User’s Guide (Sun 
Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド)』の付録には適用されない
情報が含まれている」

概要書に正しくないドキュメントがリストされて
いる

『Sun Fire X4540 Getting Started Guide (Sun Fire X4540 概要書)』では、サーバー
に適用されないドキュメントがリストされています。『Sun LSI 106x RAID User’s 
Guide (Sun LSI 106x RAID ユーザーズガイド)』は、ドキュメントセットの一部では
ありません。

「Edit Existing IP Addresses in ILOM Using the 
CLI (CLI を使用した ILOM での 既存の IP アドレ
スの編集)」というタイトルのセクション内の正し
くない例 (6654413)
『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 User’s Guide (Sun Integrated Lights Out 
Manager 2.0 ユーザーズガイド)』の手順「Edit Existing IP Addresses in ILOM Using 
the CLI (CLI を使用した ILOM での 既存の IP アドレスの編集)」の IP アドレスを説
明する例で、set pendingipnetmask= が 2 回記述されています。代わりに、
pendingipgateway= という行が含まれる必要があります。
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ケーブル管理アーム (CMA) は Sun Fire X4540 で
はサポートされない

サーバーに付属の『X4500-J Slide Rail Installation Guide (X4500-J スライドレール取
り付けガイド)』では、ケーブル管理アーム (CMA) の取り付け手順が説明されていま
す。しかし、Sun Fire X4540 は、外部配線の問題のため、CMA の使用をサポートし
ていません。また、システムには CMA は付属していません。『X4500-J Slide Rail 
Installation Guide (X4500-J スライドレール取り付けガイド)』の「ケーブル管理アー
ムの取り付け」セクションは無視してください。

『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 User’s 
Guide (Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 ユ
ーザーズガイド)』の付録には適用されない情報が
含まれている

『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 User’s Guide (Sun Integrated Lights Out 
Manager 2.0 ユーザーズガイド)』の付録では、さまざまな x64 サーバーについて説
明されています。そのため、ドキュメント内の一部の情報は、SunFire X4540 サーバ
ーには適用されません。

「付録」内で Sun Fire X4540 サーバーに適用されるトピックを以下にリストします。
これ以外のトピックはすべて、適用されません。

■ ILOM CLI が引用符に囲まれた値を正常に解析できない (6559544)

■ ドキュメントエラー：CLI 手順を使用した ILOM での 既存の IP アドレスの編集
に正しくない手順がある (6654413)

注文可能なドキュメントおよびソフトウ
ェアの CD
Sun Fire X4540 サーバー用のドキュメントおよびソフトウェアの CD キットを低料金
で注文することができます。このキットには以下のものが含まれます。

■ Sun Fire X4500/X4540 Server Installation Guide (Sun Fire X4500/X4540 サーバー
インストールガイド)

■ Sun Fire サーバーのブート可能診断 CD 7.0 ps2 以降

■ Sun Fire X4540 ツールとドライバの CD

■ Sun Fire X4540 Sun Installation Assistant CD 2.1.2.0 以降
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お客様からのフィードバックと当社の Eco Responsibility Initiative (エコ責任戦略) に
基づいて、Sun は、サーバーに付属する紙および他の素材の量を減らしています。た
だし、必要に応じて、このキットを注文することができます。 新のドキュメントお
よびソフトウェアはオンラインにあり、www.sun.com からダウンロードできます。 
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