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はじめに

本書では、PCIボックスのハードウェア、ソフトウェア、および出版後に見つかった
ドキュメントに関する最新の情報を説明します。

ここでは、以下の項目について説明します。

■ 技術サポート

■ マニュアル公開ウェブサイト

■ マニュアルへのフィードバック

技術サポート
PCIボックスのドキュメントで取り上げられていない技術上の問題または質問があり
ましたら、営業担当者または当社技術員までご連絡ください。

マニュアル公開ウェブサイト
PCIボックスのインストレーション、管理、使用のための手順は、PCIボックス関連
のマニュアルに示されています。PCIボックス関連のマニュアルは、以下のウェブサ
イトからダウンロード可能です。

日本語サイト

http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

グローバルサイト 

http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/
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注 – 本書で説明する情報は、PCIボックス関連のマニュアルの情報よりも優先されま
す。

Oracle Solaris OSなどのSun Oracle製ソフトウェア関連マニュアル

http://docs.sun.com/

マニュアルへのフィードバック
本書に関するご意見、ご要望がございましたら、次のURLからお問い合わせくださ
い。

SPARC Enterpriseマニュアルのサイト:

http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/
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PCI ボックス プロダクトノート

本書では、PCI ボックス、ソフトウェア、および出版後に見つかったドキュメントに
関する最新の情報を説明します。

本書は、以下の項目で構成されています。

■ サポートされているハードウェア、ファームウェアおよびソフトウェア

■ 機能に関する問題

■ マニュアルの変更予定

サポートされているハードウェア、ファ
ームウェアおよびソフトウェア
本リリースでは、次に示すハードウェア、ファームウェアおよびソフトウェアがサポ
ートされています。

■ SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ
■ XSCF Control Package（XCP）1041 以降

ご使用のサーバに XCP1041 より古い版数のXCPがインストールされている場合
は、XCP 1041 以降にアップデートする必要があります。XCPのアップデート方法
については、ご使用のサーバのプロダクトノートを参照してください。

■ Oracle Solaris 10 11/06 以降の Oracle Solaris オペレーティングシステム（Oracle 
Solaris OS）
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パッチに関する情報

ご使用のサーバを正しく運用するために、パッチが必要となる場合があります。ご使
用のサーバに対する必須パッチを適用してください。詳細な情報については、ご使用
のサーバに対応したプロダクトノートを参照してください。

機能に関する問題
こ こでは、 PCI ボッ クスに関する既知の問題を示します。

注 - PCI ボッ クスに関する追加情報が、 Oracle Solaris OS の リ リース ノー ト またはご
使用のホス トサーバのプロダク ト ノー トに掲載されている場合があ り ます。

既知の問題

電源異常後、電源ユニットが自動的に再投入されない

AC 電源が 55 秒以上絶たれた場合、 復電時に電源ユニッ トが自動的に再投入されな
いこ とがあ り ます。 これは、 AC 電源コードが一時的に引き抜かれた場合、 または
AC ブレーカーへの AC 電源が一時的に絶たれた場合に発生します。 この問題が発生
した場合、 AC 電源コードを再び差し込んだと き、 または AC ブレーカーに AC 電源
が復電したと き、 電源ユニッ ト前面にある AC Power LED は点 灯 しますが、 DC 
Power LED は消 灯 したまま とな り ます。

注 – 電源ユニッ トの電源スイ ッチを手動でオフ、 オンする場合は、 この問題は発生
しません。 ACスイ ッチがオンの状態のと きに、 AC電源コードが一時的に引き抜かれ
た場合、 またはACブレーカーへのAC電源が一時的に絶たれた場合に、 この問題は発
生します。

電源ユニットに問題がない場合は、以下の方法で復旧できます。

1. 電源ユニットのAC電源を復電させます。

2. 電源ユニットの電源スイッチをオフにします。

3. およそ15秒経ってから、電源ユニットの電源スイッチをオンにします。

復旧後は、 電源ユニッ ト前面にあるAC Power LEDとDC Power LEDが点灯します。
2 PCI ボックス プロダクトノート SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ版 • 2010 年 12 月



注意 – 橙色のFault/Locate LEDが点灯している場合は、営業担当者または当社技術
員へご連絡ください。

その他の既知の問題

表 1に、 PCIボッ クスに関する未解決の問題を示します。

表 1 既知の問題

CR ID 説明 回避方法

6545639 PCI66MHz のカードはサポートしていませ
ん。

現時点では、有効な回避方法はありません。

6562020 snmpデーモンが終了する場合があります。 setsnmp enable コマンドを実行し、snmp デ
ーモンを再起動してください。

6564649 電源ユニットが正しい内部温度を通知しない
場合があります。

通知された温度が予想していた範囲を超えている
場合は、複数の温度サンプルを採取して複数の数
値の平均値を取ってください。

電源ユニットの温度を手動で表示する場合は、
ioxadm env -tコマンドを使用してください。

詳細については、ioxadm (8) コマンドのマニュ
アルページを参照してください。

6582282 周辺温度が警告しきい値の場合は、メッセー
ジが繰り返し出力されます。

ereport.chassis.env.temp.otw

（メッセージが繰り返されます。）...
showlogs(8) でのメッセージ :
Msg: High temperature warning

周辺温度が最大、または最大を超えた
（38°C/100°F）場合は温度を下げてください。

注 – 周辺温度は電源ユニットの挿入口で測定さ
れます。

周辺温度が、最大値を連続的に上下している場合
は、複数のメッセージが出力されます。

周辺温度が最大値を超えたあと、最大値を上下し
ない場合は、メッセージが 1 回出力されます。
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6600214 PCI ボックスの、両方の電源ユニットの電源
スイッチがオフの状態から、1 つの電源ユニ
ットの電源スイッチをオンにすると、chassis 
overtemperature LED が誤点 灯 する場合があ
ります。

さらに、ドメイン起動後数分してから、以下
のどちらかまたは両方のメッセージが出力さ
れる場合があります。

ereport.chassis.i2c.nresp

または

ereport.chassis.env.temp.otw

showlogs(8) でのメッセージ :
Msg: TWI access error (code=1707)

Msg: TWI access error (code=1709)

または

Msg: High temperature warning 

以下の手順で復旧してください。

• 影響するドメインの電源を切断します。

• PCI ボックス前面の、両方の電源ユニットの電
源スイッチをオフにします。

• 両方の電源ユニットのDC Power LEDが消灯し
たら、2本のAC電源コードを引き抜きます。

• 10秒以上経過したら、2本のAC電源コードを再
接続します。

• PCI ボックス前面の、両方の電源ユニットの電
源スイッチをオンにします。

• 影響するドメインの電源を投入します。

復 旧 できない場合は、営業担当者または当社技
術員にご連絡ください。

注 – ereport.chassis.env.temp.otw(Msg: 
High temperature warning)が出力された場
合は、温度異常が発生していることも考えられま
す。ioxadm env -tコマンドを実行して、PCI
ボックス内の温度を確認してください。

6660119 電源ユニットの電源スイッチがオンの状態で
AC電源コードを引き抜くと、電源ユニットの
Fault/Locate LEDが点灯し、ホストサーバか
ら以下のようなエラーメッセージが出力され
る場合があります。

ereport.chassis.device.fan.tooslow

ereport.chassis.power.ovf

ereport.chassis.power.ocf

ereport.chassis.power.otf

ereport.chassis.power.ocw

ereport.chassis.power.sw-off

ereport.chassis.power.ac-warn

showlogs(8) でのメッセージ:
Msg: Low rotation error

Msg: Over voltage failure

Msg: Over current failure

Msg: High temperature failure

Msg: Over current warning

Msg: Switch is turned off

Msg: Low input voltage

営業担当者または当社技術員にご連絡ください。

注 – AC電源コードを引き抜く前に、該当する電
源ユニットの電源スイッチがオフになっているこ
とを確認してください。
両方の電源ユニットの電源スイッチがオフの状態
でAC電源コードを引き抜く場合には、片方だけ
ではなく、両方のAC電源コードを引き抜いてく
ださい。

表 1 既知の問題 ( 続き )

CR ID 説明 回避方法
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解決済みの問題

表 2は、ハードウェアまたはソフトウェアのアップデートによって解決済みの問題を
示します。

注 – 表 2の2列目は問題自体が解決されるアップデート版を示します。

Bridge ControllerおよびFan Controllerファームウェアのバージョンを確認する場合
は、『PCIボックス インストレーション・サービスマニュアル』を参照してくださ
い。

表 2 解決済みの問題

CR ID 解決時期 説明 回避方法

6510888 XCP1041 リンクカードで以下のメッセージが出力され
る場合があります。

ereport.chassis.env.temp.utw

showlogs(8) でのメッセージ :
Msg: Low temparature warning

このエラーは無視しても差し支えあり
ません。

現時点では、有効な回避方法はありま
せん。

6524588 ドライバパッ
チ 914568-02

ギガビットイーサネットカード
（SE0X7GQ1*, SE0X7GD1*, SE0X7GD2*）の
高負荷動作時に、割り込みの通知に失敗する
ことがあります。

ドライバパッチを適用してください。

6555583 Bridge 
Controller 
Firmware 2.4 + 
XCP 1050

動作中のシステムでリンクケーブルが切断さ
れると、再接続してもリンクが復 旧 しませ
ん。

影響するドメインの電源を再投入して
ください

6557227 Bridge 
Controller  
Firmware 2.1

ドメインの電源が切断されても、そのドメイ
ンに接続された PCI ボックスの電源が切断さ
れない場合があります。

ドメインの電源が落ちたのち、PCI ボ
ックスの電源を手動で切断してくださ
い。

6559504 Oracle Solaris 
10 8/07

nxgeドライバの
（「nxge_ipp_eccue_valid_check」）の

FMA エラーメッセージの表示が繰り返され
ます。

このエラーメッセージは無視しても差
し支えありません。
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6562085 Fan Controller  
Firmware 2.2

I/O ボートが正しい内部温度を通知しない場
合があります。

通知された温度は無視してください。

正しい温度を表示させたい場合は、
PCIボックスをリセットしてから、以
下のコマンドで温度を表示してくださ
い。

• ioxadm reset target
• ioxadm env

詳細については、ioxadm (8) マニュア
ルページを参照してください。

6563777 Fan Controller 
Firmware 2.4

I/O ボートが抜かれ、再度 PCI ボックス内に
挿入された場合、サーバから以下のエラーメ
ッセージが出力される場合があります。
ereport.chassis.device.link-down

ereport.chassis.i2c.nresp

ereport.chassis.i2c.intr-fail

showlogs(8) でのメッセージ :
Msg: Link Error

Msg: TWI access error (code=1701)

Msg: TWI access error (code=1706)

Msg: TWI access error (code=1B01)

ioxadm reset target コマンドで PCI 
ボックスをリセットしてください。

6564631 XCP 1060 showstatus コマンドは、PCI ボックスに関
する故障を表示しません。

有効な回避方法はありません。

6564658 XCP 1050 リンクカードで以下のメッセージが出力され
る場合があります。

ereport.chassis.env.tmp.utw

showlogs(8) でのメッセージ :
Msg: Low temperature warning

このエラーは無視しても差し支えあり
ません。

現時点では、有効な回避方法はありま
せん

表 2 解決済みの問題 ( 続き )

CR ID 解決時期 説明 回避方法
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6565649 XCP 1050 システム起動時に、PCI Express I/O ボート
が認識できない場合があります。

ereport.chassis.power.uvf

showlogs(8) でのメッセージ :
Msg: Under voltage failure

I/Oボート交換の依頼を営業担当者ま
たは当社技術員にご連絡ください。

交換するまでの間、I/Oボートの電源
が自動的に投入されない場合は、以下
の手順で復旧してください。

復旧後も、I/OボートのFault/Locate 
LEDが点灯されたままになることがあ
りますが、I/Oボートは通常どおり稼
働しています。

• 影響するドメインの電源を切断しま
す。

• PCI ボックスの電源を切断します。

• PCI ボックスの電源を再投入しま
す。

• 影響するドメインの電源を投入しま
す。

復旧できない場合は、営業担当者また
は当社技術員にご連絡ください。

注 – XCP1050以降で以下のメッセー
ジが出力された場合は、営業担当者ま
たは当社技術員にご連絡ください。
Msg: Under voltage failure

6568364 XCP 1050 prtfruコマンドで、PCIボックスのいくつか
のステータスフィールドを表示しません。

現時点では、有効な回避方法はありま
せん。 

6572281 XCP 1050 システム起動時またはシステム再起動時に、
以下のメッセージが出力される場合がありま
す。

ereport.chassis.i2c.intr_fail

showlogs(8) でのメッセージ :
Msg: TWI access error (code=1B0x)

x:1から5までの整数

割り込みが発生しているかどうかを確
認するには、ioxadm(8)コマンドで
Fault/Locate LEDを点灯してみてくだ
さい。

• LEDが点灯する場合は、割り込みが
正常に動作しています。エラーメッ
セージは無視しても差し支えありま
せん。

LED が点 灯 しない場合は、割り込み
が正常に動作していません。営業担当
者または当社技術員へご連絡くださ
い。

表 2 解決済みの問題 ( 続き )

CR ID 解決時期 説明 回避方法
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ホットプラグ操作に関する注意事項 
PCIボックスにSingle/Dual channel 4Gbps Fibre Channel card
（SE0X7F11F/SE0X7F12F）が搭載されている場合、リンクカードに対するホットプ
ラグ（PHP）操作によってPCIボックスの切り離し／組み込みを行うときは、組み込
み後に、PHP操作で、SE0X7F11F/SE0X7F12F自体を組み込む必要があります。PHP
操作を行わない場合は、SE0X7F11F/SE0X7F12Fが認識されません。

なお、Dynamic Reconfiguration（DR）操作によってPCIボックスの切り離し／組み
込みを行うときには、上記のPHP操作は必要ありません。

マニュアルの変更予定
『PCIボックス インストレーション・サービスマニュアル』は2010年12月に改版され
ました。現時点で、追加となる変更箇所はありません。
8 PCI ボックス プロダクトノート SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ版 • 2010 年 12 月
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