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このマニュアルの使用法

このドキュメントには、Oracle SPARC T4-1B サーバーモジュールに関する次の重要
情報および最新情報が記載されています。

■ vii ページの「関連ドキュメント」

■ viii ページの「フィードバック」

■ viii ページの「サポートとアクセシビリティー」

関連ドキュメント

ドキュメント リンク

すべての Oracle 製品 http://www.oracle.com/documentation

SPARC T4-1B サー
バーモジュール

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=SPARCT4-1B

Sun Blade 6000 モ
ジュラーシステム

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=sb6000

Oracle Integrated 
Lights Out Manager 
(Oracle ILOM) 3.0

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sys-mgmt-
networking-190072.html

Oracle Solaris OS 
およびその他のシス
テムソフトウェア

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/#sys_sw

Oracle VTS ソフト
ウェア

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19719-01

SAS-1/SAS-2 の
互換性

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E22513_01

http://www.oracle.com/documentation
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=SPARCT4-1B
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=sb6000
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sys-mgmt-networking-190072.html
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sys-mgmt-networking-190072.html
http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/#sys_sw
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19719-01
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E22513_01


フィードバック
このドキュメントについてのフィードバックは次の URL からお寄せください。

http://www.oracle.com/goto/docfeedback

サポートとアクセシビリティー

説明 リンク

My Oracle Support を通じた電
子的なサポートへのアクセス

http://support.oracle.com

聴覚障害の方へ:
http://www.oracle.com/accessibility/support.html

アクセシリビリティーに対する 
Oracle のコミットメントにつ
いて

http://www.oracle.com/us/corporate/accessibility/index.html
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第 1 章

最新情報

以下の節に、Oracle SPARC T4-1B サーバーモジュールについての重要な最新情報を
記載しています。

■ 1 ページの「サポートされているシャーシ」

■ 3 ページの「サポートされるハードウェアコンポーネント」

■ 4 ページの「プリインストールされているソフトウェア」

■ 5 ページの「サポートされている OS、ファームウェア、ソフトウェアのバー
ジョン」

■ 6 ページの「必須のパッチおよびパッケージアップデート」

■ 8 ページの「SAS-1 および SAS-2 コンポーネントの併用時に必須のファームウェ
アのアップグレード」

■ 8 ページの「ドライブの論理デバイス名と物理的位置の特定方法」

サポートされているシャーシ
Sun Blade 6000 モジュラーシステムにはいくつかのバージョンがあります。最新の 
2 つのバージョンは、SAS-1 および SAS-2 モジュラーコンポーネントをサポートして
います。

シャーシで SPARC T4-1B サーバーモジュールに接続されている Gen2 対応 PCIe EM 
および NEM は、Gen2 速度で動作します。Gen1 対応デバイスは、Gen1 速度で動作
します。

このサーバーモジュールは、次のシャーシモデルでサポートされています。

■ 最新モデル (A90-D) Sun Blade 6000 モジュラーシステム － CMM ソフトウェアリ
リース 4.0 以降。
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■ 旧モデル (A90-B) Sun Blade 6000 モジュラーシステム － CMM ソフトウェアリ
リース 3.3 以降このサーバーモジュールは、このモジュラーシステムの次のモジュ
ラーコンポーネントでのみサポートされています。

■ SPARC T3-1B サーバーモジュール

■ Sun Blade T6320 サーバーモジュール

■ Sun Blade T6340 サーバーモジュール

■ Sun Blade X6270 M2 サーバーモジュール

■ Sun Blade X6270 サーバーモジュール

■ Sun Blade X6275 M2 サーバーモジュール

■ Sun Blade Storage Module M2

シャーシのバージョンを特定するには、2 ページの「シャーシのバージョンの特定」を
参照してください。

▼ シャーシのバージョンの特定

● モジュラーシステム (シャーシ) の背面にある CMM を確認します。

■ 左 － 旧モデル (A90-B) シャーシの CMM

■ 右 － 最新モデル (A90-D) シャーシの CMM

シャーシの詳細については、Sun Blade 6000 モジュラーシステムのドキュメントを
参照してください。
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サポートされるハードウェアコンポー
ネント

ハードウェアコンポーネント 説明

NEM

NEM 7100091 または 7011713 － 
Sun Blade 6000 Virtualized 40 GbE 
NEM

この NEM には、次の要件があります。

• 1GbE ネットワーク接続の場合 － FEM は不要です。

• 10GbE ネットワーク接続の場合 － FEM 7100283 または 7100633。 
• SAS2 ストレージ接続の場合 － REM SG- または SGX- SAS6-REM-Z。 
この NEM のドキュメントがある場所: 
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E21077-01

NEM 2073A － 
Sun Blade 6000 Ethernet Switched 
Network Express Module 24p 
10GbE NEM

この NEM には、次の要件があります。

• 10GbE ネットワーク接続の場合 － FEM 4871A-N。

• ストレージ接続の場合 － REM SG-SAS6-REM-Z。
この NEM のドキュメントがある場所: 
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19285-01

NEM 4338A － 
Sun Blade 6000 Virtualized 
Multi-Fabric 10GbE M2 NEM

この NEM には、次の要件があります。

• 1GbE ネットワーク接続の場合 － FEM は不要です。

• 10GbE ネットワーク接続の場合 － FEM 7100283 または 7100633。 
• SAS2 ストレージ接続の場合 － REM SG- または SGX- SAS6-REM-Z。 
この NEM のドキュメントがある場所: 
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19530-01

NEM 4250A －
Sun Blade 6000 Network 
Express Module 10-port 1 GbE 
Pass-Through NEM

GbE ネットワーク接続の場合 － FEM は不要です。

REM

REM SG(X)-SAS6-REM-Z － 
Sun StorageTek 6 Gb SAS REM 
HBA

設置の前に、SAS-1 コンポーネントのファームウェアをアップグレードし
てください。8 ページの「SAS-1 および SAS-2 コンポーネントの併用時に
必須のファームウェアのアップグレード」を参照してください。

この REM のドキュメントがある場所: 
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19946-01

FEM

FEM 7100283 または 7100633 － 
PCI-E Pass-Through FEM

サポートされる。

FEM X4871A-Z － 
Sun Dual 10GbE PCIe 2.0 FEM

サポートされる。

この FEM のドキュメントがある場所: 
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19539-01

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E21077-01
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19285-01
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19530-01
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19946-01
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19539-01


プリインストールされているソフト
ウェア

プリインストールされている OS は、サーバーに初めて電源を投入した後、適切な時
点で設定することができます。プリインストールされている OS でパッケージのアッ
プデートが必要かどうかを確認するには、6 ページの「必須のパッチおよびパッケー
ジアップデート」を参照してください。

プリインストールされている OS を使用する代わりに、OS を再インストールして、
パッチをインストールすることができます。5 ページの「サポートされている OS、
ファームウェア、ソフトウェアのバージョン」を参照してください。

Oracle Solaris OS のインストールおよび設定の手順については Oracle Solaris のド
キュメントを参照してください。

ソフトウェア 場所 機能

次のうちのいずれか 1 つ。

• Oracle Solaris 11 OS
• Oracle Solaris 11 8/10 OS

注 – 必須のパッケージアップデートおよび
パッチはプリインストールされていません。
サーバーモジュールを本稼働で使用する前
に、必須パッチを入手してインストールす
る必要があります。6 ページの「必須の
パッチおよびパッケージアップデート」を
参照してください。

ドライブ 0、スライス 0 上の
ルートパーティション (/) の 
ZFS 上 

オペレーティングシステム。

Oracle VM Server for SPARC 2.1 /opt/SUNWldm 論理ドメインの管理。

Electronic Prognostics (EP) 1.2 /opt/ep 特定の FRU 障害の可能性につい
て早期の警告を提供します。

Oracle VTS 7.0 PS11 /usr/sunvts ハードウェア妥当性検査テストを
提供します。
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サポートされている OS、ファームウェ
ア、ソフトウェアのバージョン

ソフトウェア サポートされているバージョン

ホスト OS • Oracle Solaris 11 OS。
• Oracle Solaris 10 8/11 OS (必須パッチが必要)。
• Oracle Solaris 10 9/10 OS (パッチが必要)。
• Oracle Solaris 10 10/09 OS (パッチが必要)。
OS のパッチおよびパッケージアップデートの情報については、6 ページの「必須の
パッチおよびパッケージアップデート」を参照してください。

プリインストールされている OS については、4 ページの「プリインストールされてい
るソフトウェア」を参照してください。

システムファーム
ウェア

8.1.2.b (またはそれ以降)
(Oracle ILOM 3.0 を含む)。

Oracle VM Server for 
SPARC (LDoms)

2.1 およびパッチ。

プリインストールされているオペレーティングシステムにはパッチが付属しており、
プリインストールされています。

Oracle Electronic 
Prognostics (EP)

1.2

このソフトウェアは、特定の FRU 障害の可能性について早期の警告を提供します。

Oracle VTS • 7.0 PS11 (最低)
• 7.0 PS12
• 7.0 PS13

注 – シャーシ内のさまざまなモジュラーコンポーネントのもっとも信頼できるテストカ
バレージのためには、Oracle VTS 7.0 PS12 以降を使用してください。
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必須のパッチおよびパッケージアップ
デート
プリインストールされている OS を使用するか、またはサーバーモジュールに OS を再
インストールする場合は、サーバーモジュールを本稼働で使用する前に、特定のパッチ
またはパッケージアップデートをインストールすることが必要な場合があります。 

注 – Oracle Solaris 11 OS は、パッチの代わりにパッケージアップデートを使用します。

Oracle Solaris 11 OS のパッケージアップデート

現時点で、Oracle Solaris 11 OS をこのサーバーで使用するために必要なパッケージ
アップデートはありません。 

使用可能な場合、Oracle Solaris 11 Support Repository Update (SRU) をインストール
します。pkg コマンドまたはパッケージマネージャーの GUI を使用して、次の場所
から使用可能な SRU をダウンロードします。
https://pkg.oracle.com/solaris/support

Oracle Solaris 10 OS パッチ

表 1-1 Oracle Solaris 11 8/10 OS の必須のパッチ

インストール順序 OS またはパッチ

1 Oracle Solaris 11 8/10 OS

2 必要なパッチ

• 147440-04 以降

• 147149-01 以降

• 147153-01 以降

• 147707-01 以降

• 147159-03 以降

3 Solaris 10 SPARC 推奨 OS パッチセット 
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注 – オプションのハードウェアおよびソフトウェアに必要なパッチおよび更新に関
する最新情報については、各製品のドキュメントを参照してください。

▼ パッチのダウンロード

1. My Oracle Support にサインインします。

http://support.oracle.com

2. 「Patches & Updates (パッチと更新)」タブをクリックします。

3. 「Patches Search (パッチ検索)」パネルでパッチを検索します。

「Patch Name (パッチの名前)」または「Number (番号)」フィールドを使用して
検索する場合は、パッチの完全な名前または番号を指定する必要があります。た
とえば、次のように表示されます。 
■ Solaris 11 8/10 Patch Bundle

■ 13058415

■ 147159-03

リビジョン番号 (最後の 2 桁) を指定せずにパッチ番号を検索するには、リビジョン
番号の代わりに % を使用します。たとえば、次のように表示されます。

14159-%

4. パッチが見つかったら、Readme を表示し、サイトからパッチをダウンロードし
ます。

パッチのインストール手順については、パッチの Readme を参照してください。

表 1-2 Oracle Solaris 10 9/10 OS および Oracle Solaris 10 10/09 OS の必須のパッチ

インストール順序 OS またはパッチ

1 Oracle Solaris 10 9/10 OS および Oracle Solaris 10 10/09 OS

2 Solaris 10 8/11 Patch Bundle (13058415)

3 必要なパッチ

• 147440-04 以降

• 147149-01 以降

• 147153-01 以降

• 147707-01 以降

• 147159-03 以降

4 Solaris 10 SPARC 推奨 OS パッチセット  
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SAS-1 および SAS-2 コンポーネントの
併用時に必須のファームウェアのアップ
グレード
SAS-2 コンポーネントをシャーシに挿入する前に、SAS-1 コンポーネント (SAS-1 NEM 
およびストレージモジュール) のファームウェアを、SAS-1/SAS-2 の共存をサポート
するバージョンのファームウェアにアップグレードする必要があります。

SAS-1 NEM および Sun Blade 6000 ストレージモジュールのすべての SAS エクスパン
ダを、少なくともファームウェアバージョン 5.04.03 (またはそれ以降) にアップグ
レードする必要があります。ファームウェアをこのバージョンにすると、Sun Blade 
6000 モジュラーシステムシャーシで SAS-1 デバイスと SAS-2 デバイスの共存が可能
になります。ファームウェアのバージョンが古い場合、SAS-2 デバイスがハングアッ
プすることがあります。

詳細については、『SAS-1/SAS-2 Compatibility Upgrade Guide』を参照してくださ
い。このマニュアルは、次の Web サイトから入手できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E22513_01

ドライブの論理デバイス名と物理的位置
の特定方法
現在 Oracle Solaris OS は、SAS-2 ストレージコントローラの論理デバイス名でター
ゲット ID フィールド (tn) の代わりに WWN (worldwide number) を使用しています。

この変更は、ドライブの論理名とドライブの物理的位置を対応させる方法に影響を及
ぼします。 

次に、この変更の影響を理解するために重要な点を示します。

■ WWN を使用するよう変更される前は、ドライブは論理名 c0t0d0 として OS に
認識されていました。この論理名がドライブの物理的位置に対応付けられていま
した。

この変更により、ドライブのデバイス識別子は cntWWNdn という形式になりま
す。ここで、WWN は一意の 16 進値です。

論理デバイス名の例を次に示します。

c0t5000C50033438DBBd0

この WWN 値は予測不可能な方法でドライブの物理的位置にマップされます。 
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■ OBP と OS とでは、ドライブの識別に異なる WWN 番号を使用しています。これ
については、9 ページの「WWN デバイス名と物理的位置との対応付け 
(diskinfo コマンド)」で詳しく説明します。

■ 状況の例の一部では、論理デバイス名をドライブの物理的位置に対応付けること
が必要になります。

■ ネットワーク経由で OS をダウンロードする場合は、スロット 0 内のドライブ 
(デフォルトの起動デバイス) の論理デバイス名をダウンロード先として指定する
必要があります。さらに、Oracle Solaris Jumpstart を使用する場合は、特定の 
WWN 構文を使用する必要があります。11 ページの「Oracle Solaris JumpStart 
の WWN 構文」を参照してください。

■ format コマンドを実行する場合は、表示されている論理デバイス名のいずれ
かを選択する必要があります。正しいドライブを確実に選択するには、論理デ
バイス名を物理ドライブに対応付けることが必要になります。

■ 論理デバイス名のリストを含むシステムメッセージが表示された場合に、ドラ
イブが装着されているスロットを選択することもあります。

ドライブの論理デバイス名を物理的位置に対応付ける方法、または他の回避方法:

■ Oracle Solaris 10 8/10 OS から diskinfo コマンドを実行します。9 ページの
「WWN デバイス名と物理的位置との対応付け (diskinfo コマンド)」を参照し
てください。

■ OBP の ok プロンプトで、probe-scsi-all コマンドを実行します。10 ページの
「WWN デバイス名と物理的位置との対応付け (probe-scsi-all コマンド)」を
参照してください。

▼ WWN デバイス名と物理的位置との対応付け 
(diskinfo コマンド)
新しいディスクおよびスロット識別ユーティリティーである diskinfo コマンド
が、Oracle Solaris 10 8/11 OS およびカーネルパッチ 144500-19 (またはそれ以降) で
導入されました。

サーバーモジュールが起動しないなどの理由で、OS にアクセスできない場合は、
10 ページの「WWN デバイス名と物理的位置との対応付け (probe-scsi-all コ
マンド)」を参照してください。

OS に diskinfo コマンドがない場合は、『SPARC and Netra SPARC T4 Series 
Servers Administration Guide』を参照して、他の方法を試してください。

1. OS にログインします。
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2. 次のように入力します。

3. Label 列と Disk Name 列の出力結果を使用して、ドライブの物理的位置と該当す
る論理デバイス名を対応付けます。

このサーバーモジュールの場合は次のようになります。

■ /SYS/HDD0 は、スロット 0 のドライブを示します。

■ /SYS/HDD1 は、スロット 1 のドライブを示します。

この例では、スロット 0 に取り付けられたドライブの論理デバイス名は 
c0t5000C50033438DBBd0 です。

注 – diskinfo コマンドにオプションを指定することで、ディスクに関するさまざ
まな情報を表示できます。詳細については、diskinfo -h と入力するか、
diskinfo(1M) マニュアルページを参照してください。

▼ WWN デバイス名と物理的位置との対応付け 
(probe-scsi-all コマンド)
OS にアクセスできる場合は、代わりに diskinfo コマンドを実行できることがあり
ます。9 ページの「WWN デバイス名と物理的位置との対応付け (diskinfo コマン
ド)」を参照してください。

1. ok プロンプトで、次のように入力します。

# diskinfo -a

Enclosure path:         1114BD0ACC-physical-hba-0
Chassis Serial Number:  1114BD0ACC-physical-hba-0
Chassis Model:          ORCL,SPARC-T4-1B

Label      Disk name               Vendor   Product          Vers
---------- ----------------------  -------- ---------------- ----
/SYS/HDD0  c0t5000C50033438DBBd0   SEAGATE  ST930003SSUN300G 0B70
/SYS/HDD1  c0t5000C50005C15803d0   SEAGATE  ST930003SSUN300G 0468

{0} ok probe-scsi-all
/pci@400/pci@1/pci@0/pci@c/LSI,sas@0 <===== SAS Controller

FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 
5.00.17.00
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2. 出力で、次のディスク ID を探します。

■ LSI,sas@0 － サーバーモジュールのコントローラ (REM)。

■ SASDeviceName － Oracle Solaris OS が認識する WWN。

■ SASAddress － OBP が参照する WWN。

■ PhyNum － ドライブが装着されている物理スロット。

3. 出力結果の値を使用して、cntndn で示す Oracle Solaris 論理デバイス名を作成
します。

次の例は前述の出力結果に基づいています。

■ cn = c0

n は SAS のコントローラ番号。この例では 0 です。

■ tn = t5000c50033438dbb

n は SASDeviceName の値です。

■ dn = d0

n の 0 は、すべての内蔵 SCSI デバイスを表します。

論理デバイス名は、c0t5000c50033438dbbd0 となります。

Oracle Solaris JumpStart の WWN 構文

Oracle Solaris 構文では、WWN のすべての英字を大文字にする必要があります。

注 – 英字を大文字にする必要があるのは、論理デバイス名の WWN の部分のみです。
c0 や d0 の部分は大文字にしません。

Target 9
 Unit 0   Disk   SEAGATE  ST930003SSUN300G 0B70    585937500 Blocks, 
300 GB
 SASDeviceName 5000c50033438dbb  SASAddress 5000c50033438db9  
PhyNum 0 <=HD,slot 0
Target b
 Unit 0   Disk   SEAGATE  ST930003SSUN300G 0468    585937500 Blocks, 
300 GB
 SASDeviceName 5000c50005c15803  SASAddress 5000c50005c15801  
PhyNum 1 <=HD,slot 1
Target c
 Unit 0   Encl Serv device   SUN      NEM Hydra II SOL 0308
 SASAddress 5080020000bb193d  PhyNum 24

/pci@400/pci@1/pci@0/pci@0/pci@0/usb@0,2/hub@3/storage@2
 Unit 0   Removable Read Only device    AMI     Virtual CDROM   1.00
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次の Jumpstart プロファイルの例は、特定のドライブに OS をインストールする場合
に WWN 構文を使用する方法を示しています。

対話式インストールの例

対話式インストールでは、OS インストールのターゲットとして 1 つ以上のドライブを 
指定するよう求められます。このステップにより、十分なストレージ容量がインス
トールに確実に提供されます。ソフトウェアのインストール先にするドライブに対応
する WWN 値を指定します。

これらの WWN 値を、次の対話型の例に示します。インストール先として選択され
たドライブはドライブスロット 0 (デフォルトの起動場所) です。

注 – その他のディスクを使用する場合は、HDD スロット 0 内のディスクを指定し
ます。

#
install_type flash_install
boot_device c0t5000C50033438DBBd0 preserve

archive_location nfs
129.148.94.249:/export/install/media/solaris/builds/s10u9/flar/la
test.flar

# Disk layouts
#
partitioning explicit
filesys rootdisk.s0 free /
filesys rootdisk.s1 8192 swap

_ Select Disks________________________________________________________________

On this screen you must select the disks for installing Solaris software. Start
by looking at the Suggested Minimum field; this value is the approximate space
needed to install the software you’ve selected. Keep selecting disks until the
Total Selected value exceeds the Suggested Minimum value.
NOTE: ** denotes current boot disk

Disk Device Available Space
=============================================================================
[ ] c0t5000C50005C15803d0 286090 MB
[X] c0t5000C50033438DBBd0 286090 MB (F4 to edit)
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注 – ドライブに OS をインストールする前に、format ユーティリティーを使用し
て、新しい交換ドライブにラベル名を付ける必要があります。

Total Selected: 286090 MB
Suggested Minimum: 5032 MB

______________________________________________________________________________
Esc-2_Continue F3_Go Back F4_Edit F5_Exit F6_Help
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第 2 章

製品の既知の問題

次の節で、サーバーモジュールの既知の問題について説明します。

■ 15 ページの「ハードウェアの注意事項」

■ 17 ページの「ファームウェア、OS、その他のソフトウェアの問題」

ハードウェアの注意事項
ハードウェアに関する既知の問題とその回避方法は次のとおりです。

SPARC T4 シリーズサーバーでは Sun Type 6 
キーボードはサポートされない

Sun Type 6 キーボードは SPARC T4 シリーズサーバーでは使用できません。

PSH は交換されたマザーボード上の無効なキャッ
シュラインをクリアしないことがある (CR 
7031216)

マザーボード上のキャッシュのエラーを修復するために、格納装置を交換した場合、
PSH が交換されたマザーボード上のキャッシュをクリアしないことがあります。
キャッシュラインは無効のままです。
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回避方法: 次のコマンドを入力して、無効になっているキャッシュを手動でクリアし
ます。

USB ケーブルの 2 メートルの長さ制限 (7048419)
サーバーモジュールには、次の 3 つの USB ポートが搭載されています。

■ ポート 1 とポート 2: 前面の UCP コネクターに接続したドングルを介して接続可能。

■ ポート 5: マザーボードの背面に配置 (USB フラッシュドライブ用)。

回避方法: USB デバイスをポート 1 またはポート 2 に接続する場合は、ケーブルの長
さが 2 メートル (約 6.5 フィート) を超えないようにしてください。

修復不可能な L2 キャッシュエラーが、どの
キャッシュラインもリタイヤされずにコア障害と
して報告されることがある (CR 7071237 および 
CR 7071974)

プロセッサのキャッシュラインで修復不可能なエラーが発生した場合、障害管理プロ
グラムはエラーに関係しているキャッシュラインをリタイヤする必要があります。し
かし、障害管理プログラムは障害のあるキャッシュラインをリタイヤできず、代わり
にコア全体またはプロセッサ全体の障害として報告する場合があります。

回避方法: 格納装置 (マザーボード) の交換をスケジュールしてください。この問題の
追加情報については、Oracle のサポートサイト (http://support.oracle.com) 
でメッセージ ID SUN4V-8002-WY を検索してください。

修復不能なハードウェアエラーの後の再起動中に、
CPU が起動しないことがある (CR 7075336)
まれに、サーバーまたはサーバーモジュールに重大な問題が発生し、パニックを引き
起こすことがあります。サーバーまたはサーバーモジュールが再起動したときに、
CPU に故障がない場合でも、多数の CPU が起動しないことがあります。

# fmadm repaired fmri | label
# fmadm replaced fmri | label
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表示されるエラーの種類の例を次に示します。

回避方法: SP の Oracle ILOM にログインし、ホストの電源を再投入します。

ドライブの取り外しの準備ができたときに、ドラ
イブの青の LED が点灯しない (CR 7082700)
ドライブの構成を解除して取り外す場合、ドライブが取り外し可能であることを示す
青の LED が点灯しない場合があります。この問題は、スロット内のドライブを異な
る WWID を持つドライブと交換したときに発生します。

回避方法: サーバーを起動した後にドライブを装着した場合は、サーバーを再起動す
ると青い LED が正常に点灯します。

ファームウェア、OS、その他のソフト
ウェアの問題
この節では、ファームウェア、OS、その他のソフトウェアの既知の問題について説
明します。

rebooting...
Resetting...

ERROR: 63 CPUs in MD did not start

-> stop /SYS
Are you sure you want to stop /SYS (y/n)? y
Stopping /SYS
-> start /SYS
Are you sure you want to start /SYS (y/n) ? y
Starting /SYS
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fault.memory.memlink-uc エラーがシステム
メッセージに記述されているパニックを引き起こ
さなかった (CR 6940599)
fault.memory.memlink-uc 相互接続エラーが検出された場合、メモリーの整合性を
維持するためにサーバーのシャットダウンが必要です。このエラーが、起動操作時に
サーバーがシャットダウンされることなく報告されるケースがありました。

システムがメモリーリンクエラーから回復し、正常な起動状態を復元できたことを示
している可能性はありますが、サーバーの電源の切断と再投入を行うことが最も安全
です。

回避方法: SP の Oracle ILOM にログインし、ホストの電源を再投入します。

Oracle ILOM のエラー/クリティカルイベントの
タイムスタンプの時刻が 1 時間遅れる (CR 
6943957)

Oracle ILOM のエラー/クリティカルイベントで生成される電子メールに記載された
タイムスタンプの時刻が、イベントログに記録されたタイムスタンプの時刻よりも 
1 時間あとになることがあります。

回避方法: イベントログのタイムスタンプの記録を確認します。ログのタイムスタンプ
が電子メールに記載されたタイムスタンプと一致しない場は、イベントログの時間を
使用します。

-> stop /SYS
Are you sure you want to stop /SYS (y/n)? y
Stopping /SYS
-> start /SYS
Are you sure you want to start /SYS (y/n) ? y
Starting /SYS
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Oracle Solaris OS を Sun PCIe デュアルギガビッ
ト Ethernet アダプタを使用してインストールする
と、e1000g ドライバが正しくない ereports を
生成する (CR 6958011)
Oracle Solaris OS を Sun PCIe デュアルギガビット Ethernet (UTP または MMF) アダ
プタで制御されたドメインにインストールすると、e1000g ドライバが、静的なダイ
レクト I/O (SDIO) ドメインおよび第一ドメインに対して正しくないエラーレポートを
生成する場合があります。たとえば、次のように表示されます。

回避方法: これらの ereports は無視してかまいません。

diag-switch? が true に設定されている場合、
Oracle Solaris OS で自動再起動のための 
EEPROM の更新に失敗する (CR 6982060)
OBP diag-switch? パラメータが true に設定された状態で OS をインストールし
ようとすると、Oracle Sol ris OS インストーラは OS がインストールされた新しいデ
バイスパスによる bootdevice パラメータの更新に失敗します。このため、この新
しいデバイスパスは、それ以降のシステムの自動再起動時に使用されません。

date time ereport.io.pciex.tl.ca nvlist version: 0
ena = 0x298a9f62243802

ena = 0x298a9f62243802
detector = (embedded nvlist)
nvlist version: 0
scheme = dev
device-path = /pci@400/pci@1
(end detector)

class = ereport.io.pciex.tl.ca
dev-status = 0x2
ue-status = 0x8000
ue-severity = 0x62030
adv-ctl = 0xf
source-id = 0x600
source-valid = 1
__ttl = 0x1
__tod = 0x4c058b2e 0x1e8813a0
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このような場合、サーバーでは次のエラーメッセージが表示され、デバイスから再起
動できなくなります。

以前のサーバーおよびサーバーモジュールでは、diag-switch? パラメータが true 
に設定されている場合、OBP diag-device パラメータを使用して起動デバイスへの
新しいデバイスパスが設定されていました。SPARC T4 サーバーおよびサーバーモ
ジュールでは、diag-device パラメータはサポートされなくなったため、Oracle 
Solaris OS インストーラは OBP boot-device パラメータを設定できないことを警
告します。

回避方法: ILOM プロンプトで、OBP diag-switch? パラメータを false に設定し
ます。

あるいは、OBP の ok プロンプトでこのパラメータを設定することができます。

sas2ircu コマンドを実行すると「RAID Volume 
Sizes Other Than MAX Are Not Supported (MAX 
以外の RAID ボリュームサイズはサポートされま
せん)」というメッセージが返される (CR 
6983210)

MAX より小さい RAID ボリュームを作成すると、以下のようなメッセージが返され
ます。

Installing boot information
- Installing boot blocks (cxtxdxsx)
- Installing boot blocks (/dev/rdsk/cxtxdxsx)
- Updating system firmware for automatic rebooting

WARNING: Could not update system for automatic rebooting

-> set /HOST/bootmode script="setenv diag-switch? false"

ok setenv diag-switch? false

You are about to create an IR volume.

WARNING: Proceeding with this operation may cause data loss or data
corruption. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? yes

WARNING: Volume created with size other than ’MAX’ is not supported.
Do you want to continue with volume creation (YES/NO)? n
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MAX より小さい RAID ボリュームを作成することはできません。ただし、本稼働以
外の使用目的で MAX より小さいボリュームを作成することは可能です。この状況は
メッセージからは読み取ることができません。

回避方法: メッセージを無視し、「Do you want to continue with volume 
creation (YES/NO)? (ボリュームの作成を続行しますか (はい/いいえ))」という
質問に対して「yes (はい)」と回答します。

障害管理が解決済みの問題を SP に送信すること
がある (CR 6983432)
ホストが再起動されると、すでに診断済みで修復済みのホストの PSH 障害が再度 
Oracle ILOM に表示されます。PSH で診断済みの障害が誤って Oracle ILOM CLI お
よび Web インタフェースに表示され、障害を示す LED が点灯します。 

この問題を特定するには、同じ PSH 障害報告がホストからも行われているかどうかを
確認します。障害が Oracle ILOM からのみ報告されていて、ホストからは報告され
ていない場合、おそらくこの問題の例に該当します。

復旧アクション: Oracle ILOM 診断および修復ツールを使用してエラーの状態を確認
して修復します。以下の例は、ホストで診断された PSH 障害を診断および修復する
方法を示します。この例は Oracle ILOM 障害管理シェルを使用したものです。代わ
りに、Oracle ILOM CLI または Web インタフェースを使用することもできます。 

1. 障害情報を表示します。

SAS2IRCU: you must answer "YES" or "yes" to proceed; operation aborted!
SAS2IRCU: Error executing command CREATE.

faultmgmtsp> fmadm faulty
------------------- ------------------------------------ -------------- -------
Time                UUID                                 msgid          Severity
------------------- ------------------------------------ -------------- -------
2011-09-16/15:38:19 af875d87-433e-6bf7-cb53-c3d665e8cd09 SUN4V-8002-6E  Major

Fault class : fault.cpu.generic-sparc.strand

FRU         : /SYS/MB
 (Part Number: 7015272)

 (Serial Number: 465769T+1130Y6004M)

Description : A fault has been diagnosed by the Host Operating System.

Response    : The service required LED on the chassis and on the affected
FRU may be illuminated.
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2. ホストで障害を確認します。

3. Oracle ILOM に表示された障害がホストで修復されていることを確認します。

4. ホストのリソースキャッシュから以前の障害コンポーネントをフラッシュします。 

5. Oracle ILOM で障害を修復します。

管理情報ベースによる電源管理の制限時間の定義
に使用される単位が秒単位で報告される (CR 
6993008)
MIB は sunHwCtrlPowerMgmtBudgetTimelimit の値をミリ秒単位で示すことに
なっていますが、値が秒単位で示されます。

回避方法: sunHwCtrlPowerMgmtBudgetTimelimit の値は秒単位で示されるもの
と理解します。

Impact      : No SP impact.  Check the Host OS for more information.

Action      : The administrator should review the fault on the Host OS.
Please refer to the Details section of the Knowledge Article
for additional information.

# fmadm fault
# <-- Host displays no faults

# fmdump
TIME                 UUID                                 SUNW-MSG-ID
Sep 16 08:38:19.5582 af875d87-433e-6bf7-cb53-c3d665e8cd09 SUN4V-8002-6E
Sep 16 08:40:47.8191 af875d87-433e-6bf7-cb53-c3d665e8cd09 FMD-8000-4M Repaired
Sep 16 08:40:47.8446 af875d87-433e-6bf7-cb53-c3d665e8cd09 FMD-8000-6U Resolved
#

# fmadm flush /SYS/MB
fmadm: flushed resource history for /SYS/MB
#

faultmgmtsp> fmadm repair /SYS/MB
faultmgmtsp> fmadm faulty
No faults found
faultmgmtsp>
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Oracle VTS 使用時のシステムコンソールでの正し
くない割り込みメッセージ (CR 7038266)
正常な動作時や、Oracle VTS システムエクササイザの実行時に、システムコンソー
ルに次のメッセージが表示されることがあります。

回避方法: このメッセージは無視してかまいません。

電源の再投入時にリンクトレーニングのタイムア
ウトが断続的に表示される (CR 7043201)
電源再投入時に、サーバーモジュールが次のような警告メッセージを表示します。

[CPU 0:0:0] NOTICE: MCU0: Link init failed: TS0 Timeout

サーバーモジュールは、エラーなしで自動的にトレーニングシーケンス処理の実行を
再試行します。

回避方法: このメッセージは無視してかまいません。

cfgadm コマンドが SG-SAS6-REM-Z または 
SGX-SAS6-REM-Z HBA で失敗する (CR 7044759)
cfgadm コマンドが SG-SAS6-REM-Z または SGX-SAS6-REM-Z HBA デバイスで失敗
することがあります。

date time hostname px: [ID 781074 kern.warning] WARNING: px0: spurious
interrupt from ino 0x3,0x02,or 0x04

# cfgadm -c unconfigure Slot1
cfgadm: Component system is busy, try again: unconfigure failed
WARNING: (pcieb2): failed to detach driver for the device 
(mpt_sas9) in the Connection Slot1
WARNING: (pcieb2): failed to detach driver for the device 
(mpt_sas9) in the Connection Slot1
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回避方法: cfgadm unconfigure コマンドを実行する前に障害管理デーモンを無効
にします。

cfadm タスクの完了後に、障害管理デーモンを再度有効にします。

cpustat コマンドが返すメッセージに示された
プロセッサのマニュアルの場所が正しくない (CR 
7046898)

cpustat コマンドを実行すると、次のメッセージが返されます。

このメッセージに記載されたマニュアルおよび Web サイトが存在しません。

disk 引数に余計な文字が含まれると reboot 
disk コマンドが失敗することがある (CR 
7050975)

reboot disk コマンドを実行すると、OBP で実行される前に、余計な文字が disk 
引数に追加されることがあります。この結果、起動に失敗します。

復旧アクション: 再度起動要求を実行します。

# svcadm disable fmd
# ps -ef |grep fmd
...
# cfgadm -c unconfigure PCI-EM0

# svcadm enable fmd 

See the “SPARC T4 User’s Manual” for descriptions of these events.
Documentation for Sun processors can be found at:
http://www.sun.com/processors/manuals
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PCIe の修復可能なエラーが報告されることがある 
(CR 7051331)

まれに、サーバーモジュールの PCIe Gen2 デバイスが、PSH (predictive self-healing) 
によって検出および報告される I/O エラーを報告することがあります。たとえば、次
のように表示されます。

--------------- ------------------------------------  -------------- ---------
TIME            EVENT-ID                              MSG-ID         SEVERITY
--------------- ------------------------------------  -------------- ---------
Aug 10 13:03:23 a7d43aeb-61ca-626a-f47b-c05635f2cf5a  PCIEX-8000-KP  Major

Host        : dt214-154
Platform    : ORCL,SPARC-T3-1B  Chassis_id  :
Product_sn  :

Fault class : fault.io.pciex.device-interr-corr 67%
              fault.io.pciex.bus-linkerr-corr 33%
Affects     : dev:////pci@400/pci@1/pci@0/pci@c
              dev:////pci@400/pci@1/pci@0/pci@c/pci@0
                  faulted but still in service
FRU         : "/SYS/MB" (hc://:product-id=ORCL,SPARC-T3-1B:product-sn=
1052NND107:server-id=dt214-154:chassis-id=0000000-0000000000:serial=1005LCB-
1052D9008K:part=541-424304:revision=50/chassis=0/motherboard=0) 67%
              "FEM0" (hc://:product-id=ORCL,SPARC-T3-1B:product-sn=
1052NND107:server-id=dt214-154:chassis-id=0000000-0000000000/chassis=
0/motherboard=0/hostbridge=0/pciexrc=0/pciexbus=1/pciexdev=0/pciexfn=
0/pciexbus=2/pciexdev=12/pciexfn=0/pciexbus=62/pciexdev=0) 33%
                  faulty

Description : Too many recovered bus errors have been detected, which indicates
              a problem with the specified bus or with the specified
              transmitting device. This may degrade into an unrecoverable
              fault.
              Refer to http://sun.com/msg/PCIEX-8000-KP for more information.

Response    : One or more device instances may be disabled

Impact      : Loss of services provided by the device instances associated with
              this fault

Action      : If a plug-in card is involved check for badly-seated cards or
              bent pins. Otherwise schedule a repair procedure to replace the
              affected device.  Use fmadm faulty to identify the device or
              contact Sun for support.
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このようなエラーは、PCI EM が故障しているか、または正しく装着されていない可
能性があることを示しています。あるいはこのようなエラー自体が誤っている場合も
あります。

回避方法: PCI EM が正しく装着されて動作していることを確認します。エラーが解消
されない場合は、Oracle Solaris 11 8/10 OS のパッチ 147705-01 以降を適用します。

メモリ構成が最大に設定されている状況でワーク
ロードが非常に高い場合、ウォッチドッグのタイ
ムアウトが発生することがある (CR 7083001)
ワークロードが異常に高い場合、特にプロセッサ周りのワークロードが cpu 0 近くに
なると、クラッシュやパニックの兆候がまったくない状態で突然、ホストが OBP に
リセットされたように見えることがあります。Oracle ILOM イベントログには、
「Host watchdog expired」というエントリが記録されます。この問題は、メモリ構
成が最大に設定されているシステムによく発生します。

このように突然にリセットされた場合は、Oracle ILOM CLI で次のコマンドを実行し
て SP イベントログを表示します。

イベントログに「Host watchdog expired」というエントリが含まれている場合、
この問題が発生しています。

回避方法: ご購入先に、修正の有無をお問い合わせてください。

この問題を回避するには、次の 2 つの方法があります。

■ Oracle Solaris /etc/system ファイルに次のエントリを追加することで、ウォッ
チドッグのタイムアウト期間を延長することができます。

これにより、ウォッチドックのタイムアウト期間が 1 分 (60000 ミリ秒) に延長さ
れます。

■ 極端なケースでは、次のエントリを /etc/system ファイルに追加して、ウォッ
チドッグのタイムアウトをすべて無効にすることもできます。

/etc/system ファイルを変更した場合は、変更を有効にするためにシステムを再起
動する必要があります。

-> show /SP/logs/event/list

set watchdog_timeout = 60000

set watchdog_enabled = 0
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/etc/system ファイルを変更した直後にシステムを再起動しない場合は、即座に効
果のある一時的な解決策を適用することができます。この一時的な解決策を適用する
には、root で、次のように入力します。

このコマンドを実行すると、CPU 0 のみを含む一時的なプロセッサセットが作成さ
れ、アプリケーションのワークロードでこのプロセッサが使用されなくなるため、こ
の問題の発生を防ぐことができます。 

注 – CPU 0 にバウンドされていたスレッドは、アンバウンドされます。

一時的なプロセッサセットは、オペレーティングシステムの次回の再起動時に削除さ
れ、その時点で、/etc/system ファイルに行った回避方法が有効になります。

ereport.fm.fmd.module が SDIO ドメインの
再起動中に生成される (CR 7085231)
SDIO ドメインの再起動中に、サーバーモジュールによって、
ereport.fm.fmd.module メッセージが生成されることがあります。この ereport 
は、いずれかの fmd モジュールでエラーが発生したが、fmdump コマンドが有効な
メッセージ (msg) を表示しないことを示します。

たとえば、次のように表示されます。

# psrset -c -F 0

# fmdump -eV -c ereport.fm.fmd.module
TIME                           CLASS
Sep 27 2011 06:27:19.954801492 ereport.fm.fmd.module
nvlist version: 0
        version = 0x0
        class = ereport.fm.fmd.module
        detector = (embedded nvlist)
        nvlist version: 0
                version = 0x0
                scheme = fmd
                authority = (embedded nvlist)
                nvlist version: 0
                        version = 0x0
                        product-id = ORCL,SPARC-T4-1B
                        server-id = c193-133
                (end authority)

                mod-name = etm
第 2 章 製品の既知の問題 27



回避方法: ereport.fm.fmd.module ereport は無視してもかまいません。

CPU のスレッドモードが max-ipc に設定される
と Oracle VTS dtlbtest がハングアップする 
(CR 7094158)

この問題は Oracle VTS 7.0 PS13 で解決されます。

Oracle VM for SPARC の max-ipc スレッドモードを設定すると、dtlbtest と呼ば
れる Oracle VTS プロセッサのテストがハングアップします。このエラーは、特定の
プロセッサのタイプに特有の問題ではなく、次のいずれかの条件が満たされるときに
発生します。

■ 1 つのコアにつき 1 つの CPU またはストランドのみが有効またはオンラインに
なっている。

■ ストランド当たりのオンラインの CPU の合計数が 128 以下である。

回避方法: 次のいずれかの手順を実行します。

■ Oracle VTS 7.0 PS13 に更新する。

■ Oracle VM for SPARC スレッドモードを max-ipc モードに設定している状態で、
Oracle VTS dtlbtest を実行しないでください。

                mod-version = 1.2
        (end detector)

        ena = 0x425fc9b065404001
        msg = cannot open write-only transport <===
        __ttl = 0x1
        __tod = 0x4e81cf37 0x38e91d54
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