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CA92344-0504-01 
 
 

PRIMERFGY BX900 S2 シャーシ ご使用上の注意 
 
 
このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されてお
りますマニュアル類の内容に訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マ
ニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。 
 

2014 年 6 月 
富士通株式会社 

1. 『PRIMERGY BX900 S2 ブレードサーバ システムユニット オペレーティングマニュアル 
 2012 年 12 月版』への訂正事項 
 

 訂正  「6.1.2.2 ホットプラグ電源ユニットランプ」（関連ページ：77） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

2  
 

主電源表示ランプ (2 色) 

システムユニットの電源を切ると緑色に点滅しますが、まだ主電源には接続されています
（スタンバイモード）。 
システムユニットの電源が投入され、正常に動作している場合、緑色に点灯します。 
電源ユニットで故障の予兆が検出されたが、まだ電源ユニットアクティブな場合、黄色に
点灯します。* 

正）  

2  
 

主電源表示ランプ (2 色) 

システムユニットの電源を切ると緑色に点滅しますが、まだ主電源には接続されています
（スタンバイモード）。 
システムユニットの電源が投入され、正常に動作している場合、緑色に点灯します。 
電源ユニットで故障の予兆が検出されると黄色に点灯します。だだし、電源ユニットは動
作しています。* 
電源ユニットが故障すると、黄色に点灯または消灯します。 

 
 

 訂正  「6.1.3.1 Connection Blade GbE Switch/IBP 18/6 （SB6）」（関連ページ：79） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

A 
 

1 Gbit Ethernet ポート (RJ45、それぞれに 2 個の LAN 保守ランプを搭載) 

3 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色) 
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

4 LAN 接続表示ランプ (緑色) 
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 
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正）  

A 
 

1 Gbit Ethernet ポート (RJ45、それぞれに 2 個の LAN 状態表示ランプを搭載) 

3 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色) 
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

4 LAN 接続表示ランプ (緑色) 
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 

 
 

 訂正  「6.1.3.2 Connection Blade GbE Switch/IBP 36/12 （SB11A）」（関連ページ：80,81） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

A 
 

光ファイバケーブルまたは銅ケーブルを接続するための、SFP モジュール用 1 Gbit Ethernet ポート 
(4x、それぞれに 2 個の保守ランプ搭載)  

3 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+トランシーバエラーなし 
点灯 : SFP トランシーバエラー 
点滅 : SFP モジュールのサポート なし 

4 (LINK) LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 : SFP トランシーバ接続可能 
点滅 : SFP トランシーバ接続アクティブ 
消灯 : SFP トランシーバ接続使用不可または無効化 

B 1 Gbit Ethernet ポート (8x、RJ45、それぞれに 2 個の LAN 保守ランプを搭載)  

8 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色) 
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

9 LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 

正）  

A 
 

光ファイバケーブルまたは銅ケーブルを接続するための、SFP モジュール用 1 Gbit Ethernet ポート 
(4x、それぞれに 2 個の状態表示ランプ搭載)  

3 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+トランシーバエラーなし 
点灯 : SFP トランシーバエラー 
点滅 : SFP モジュールのサポート なし 

4 (LINK) LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 : SFP トランシーバ接続可能 
点滅 : SFP トランシーバ接続アクティブ 
消灯 : SFP トランシーバ接続使用不可または無効化 

B 1 Gbit Ethernet ポート (8x、RJ45、それぞれに 2 個の LAN 状態表示ランプを搭載)  

8 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色)  
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

9 LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 
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 訂正  「6.1.3.3 Connection Blade GbE Switch/IBP 36/8+2 （SB11）」（関連ページ：83） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

B 
 

光ファイバケーブルまたは銅ケーブルを接続するための、SFP+モジュール用 10 Gbit Ethernet ポー
ト (それぞれに 2 個の保守ランプ搭載)  

6 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+トランシーバエラーなし 
点灯 : SFP+トランシーバエラー 
点滅 : SFP+モジュールのサポート なし 

7 (LINK) LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 : SFP+トランシーバ接続可能 
点滅 : SFP+トランシーバ接続アクティブ 
消灯 : SFP+トランシーバ接続使用不可または無効化 

C 1 Gbit Ethernet ポート (RJ45、それぞれに 2 個の LAN 保守ランプを搭載)  

8 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色)  
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

9 LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 

正）  

B 
 

光ファイバケーブルまたは銅ケーブルを接続するための、SFP+モジュール用 10 Gbit Ethernet ポー
ト (それぞれに 2 個の状態表示ランプ搭載)  

6 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+トランシーバエラーなし 
点灯 : SFP+トランシーバエラー 
点滅 : SFP+モジュールのサポート なし 

7 (LINK) LAN 接続表示ランプ (緑色) 
点灯 : SFP+トランシーバ接続可能 
点滅 : SFP+トランシーバ接続アクティブ 
消灯 : SFP+トランシーバ接続使用不可または無効化 

C 1 Gbit Ethernet ポート (RJ45、それぞれに 2 個の LAN 状態表示ランプを搭載)  

8 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色)  
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

9 LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 
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 訂正  「6.1.3.4 Connection Blade 10 GbE Switch/IBP 18/8」（関連ページ：85） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

A 
 

光ファイバケーブルまたはアクティブ・ツイナックス・ケーブル (銅) を接続するための、SFP+モ
ジュール用 10 Gbit Ethernet ポート (8x、それぞれに 2 個の保守ランプ搭載) 

4 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+モジュールエラーなし、または SFP+モジュールがインス

トールされていない 
点灯 : SFP+トランシーバエラー 
点滅 : SFP+モジュールのサポート なし 

5 (LINK) LAN 接続表示ランプ ( 緑色)  
点灯 : LAN 接続可能 
点滅 : LAN 接続有効 
消灯 : LAN 接続使用不可または無効化 

正）  

A 
 

光ファイバケーブルまたはアクティブ・ツイナックス・ケーブル (銅) を接続するための、SFP+モ
ジュール用 10 Gbit Ethernet ポート (8x、それぞれに 2 個の状態表示ランプ搭載) 

4 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+モジュールエラーなし、または SFP+モジュールがインス

トールされていない 
点灯 : SFP+トランシーバエラー 
点滅 : SFP+モジュールのサポート なし 

5 (LINK) LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 : LAN 接続可能 
点滅 : LAN 接続有効 
消灯 : LAN 接続使用不可または無効化 

 
 

 訂正  「6.1.3.5 Connection Blade Ethernet Pass Thru 10Gb 18/18」（関連ページ：86） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

3 
 

Ethernet ポートの保守ランプ (緑色 / オレンジ色) 

消灯 : 以下の場合 : 
- サーバブレードがない、電源が切断されている、またはリンクが非アク

ティブ 
- アップリンクポートモジュールがない 
- アップリンクポートケーブルが接続されていない 
- 内部リンクと外部リンクのいずれかまたは両方がダウン状態 

緑色に点灯 : 内部リンクと外部リンクの両方がアップ状態 
オレンジ色の点滅 : 以下の場合 : 

- リンクプロトコルがミスマッチ (表示ランプの 1 つがオレンジ色に点
滅)  

- 内部ポート速度設定エラー (ポートグループの全ポートのすべての表
示ランプが同時に点滅します (PRIMERGY BX900 S2 システムユニットの
アップグレード＆メンテナンスマニュアルを参照) 。 

緑色に点滅 : リンクがアップ状態でデータ転送されている 
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正）  

3 
 

Ethernet ポートの状態表示ランプ (緑色 / オレンジ色) 

消灯 : 以下の場合 : 
- サーバブレードがない、電源が切断されている、またはリンクが非アク

ティブ 
- アップリンクポートモジュールがない 
- アップリンクポートケーブルが接続されていない 
- 内部リンクと外部リンクのいずれかまたは両方がダウン状態 

緑色に点灯 : 内部リンクと外部リンクの両方がアップ状態 
オレンジ色の点滅 : 以下の場合 : 

- リンクプロトコルがミスマッチ (表示ランプの 1 つがオレンジ色に点
滅)  

- 内部ポート速度設定エラー (ポートグループの全ポートのすべての表
示ランプが同時に点滅します (PRIMERGY BX900 S2 システムユニットの
アップグレード＆メンテナンスマニュアルを参照) 。 

緑色に点滅 : リンクがアップ状態でデータ転送されている 

 
 

 訂正  「6.1.3.7 Connection Blade 8 Gb FC Pass Thru 18/18」（関連ページ：89） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

3 
 

外部 FC ポートの保守ランプ (緑色) 

点灯 : FC リンクアップ状態 

正）  

3 
 

外部 FC ポートの状態表示ランプ (緑色) 

点灯 : FC リンクアップ状態 

 
 

 訂正  「6.1.3.10 Connection Blade Infiniband Switch 40 Gb 18/18」（関連ページ：93） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

1 
 

保守ランプ (緑色 / 黄色)  

緑色に点灯 : コネクションブレードに電源が供給されている 
黄色に点滅 : スイッチエラー 

3 

P 

外部 IB ポートの物理リンクの保守ランプ (緑色)  

消灯 : 信号受信なし (IB ポートオフライン) 
緑色に点灯 : IB ポートオンライン 

4 外部 IB ポートの論理リンクの保守ランプ (黄色)  

消灯 : 信号受信なし 
黄色に点灯 : IB ポートオンライン 
黄色に点滅 : データ転送 
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正）  

1 
 

状態表示ランプ (緑色 / 黄色)  

緑色に点灯 : コネクションブレードに電源が供給されている 
黄色に点滅 : スイッチエラー 

3 

P 

外部 IB ポートの物理リンクの状態表示ランプ (緑色)  

消灯 : 信号受信なし (IB ポートオフライン) 
緑色に点灯 : IB ポートオンライン 

4 

L/A 

外部 IB ポートの論理リンクの状態表示ランプ (黄色)  

消灯 : 信号受信なし 
黄色に点灯 : IB ポートオンライン 
黄色に点滅 : データ転送 

 
 

 訂正  「6.1.3.11 Connection Blade Infiniband Switch 56 Gb 18/18 FDR」（関連ページ：94） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

1 
 

保守ランプ (緑色 / 黄色)  

緑色に点灯 : コネクションブレードに電源が供給されている 
黄色に点滅 : スイッチエラー 

3 

P 

外部 IB ポートの物理リンクの保守ランプ (緑色)  

消灯 : 信号受信なし (IB ポートオフライン) 
緑色に点灯 : IB ポートオンライン 

4 

L/A 

外部 IB ポートの論理リンクの保守ランプ (黄色)  

消灯 : 信号受信なし 
黄色に点灯 : IB ポートオンライン 
黄色に点滅 : データ転送 

正）  

1 
 

状態表示ランプ (緑色 / 黄色)  

緑色に点灯 : コネクションブレードに電源が供給されている 
黄色に点滅 : スイッチエラー 

3 

P 

外部 IB ポートの物理リンクの状態表示ランプ (緑色)  

消灯 : 信号受信なし (IB ポートオフライン) 
緑色に点灯 : IB ポートオンライン 

4 

L/A 

外部 IB ポートの論理リンクの状態表示ランプ (黄色)  

消灯 : 信号受信なし 
黄色に点灯 : IB ポートオンライン 
黄色に点滅 : データ転送 
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 訂正  「8.2 前面または背面の状態表示 LED がオレンジ色に点滅する」（関連ページ：108） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  
前面または背面の ID LED / 保守ランプがオレンジ色に点滅する場合 (69 ページの「各部名称」の項
を参照) 、以下の故障のいずれかが発生している可能性があります。 

正）  
前面または背面の保守ランプがオレンジ色に点滅する場合 (69 ページの「各部名称」の項を参照) 、
以下の故障のいずれかが発生している可能性があります。 
 

誤）  
電源ユニットのいずれかが故障している 
たとえば、電源ユニットで以下のいずれかのエラーが発生した場合に、電源ユニットの保守ランプ
は点灯せず、電源ユニットの保守ランプは緑色に点滅します (77 ページの「ホットプラグ電源ユニ
ットランプ」の項も参照) 。 
- 一般的な故障 (ファン番号 1 による警告またはシャットダウン) 
- 温度超過 (電源ユニットのファンのいずれかが正常に動作していない) 
- 過電流 
- 過電圧または不足電圧 
- 電源ユニットの寿命が近付いているか、周辺温度のしきい値が超過しています。 
 
▶ 電源ユニットの保守ランプとファン故障ランプをチェックし、故障しているモジュールを特定

して交換します (PRIMERGY BX900 S2 システムユニットのアップグレード＆メンテナンスマニ
ュアルを参照) 。 

正）  
電源ユニットのいずれかが故障している 
たとえば、電源ユニットで以下のいずれかのエラーが発生した場合に、電源ユニットの主電源表示
ランプは黄色に点灯または消灯します (77 ページの「ホットプラグ電源ユニットランプ」の項も参
照) 。 
- 一般的な故障 (ファン番号 1 による警告またはシャットダウン)  
- 温度超過 (電源ユニットのファンのいずれかが正常に動作していない)  
- 過電流 
- 過電圧または不足電圧 
- 電源ユニットの寿命が近付いているか、周辺温度のしきい値が超過しています。 
 
▶ 電源ユニットの主電源表示ランプとファン故障ランプをチェックし、故障しているモジュール

を特定して交換します(PRIMERGY BX900 S2 システムユニットのアップグレード＆メンテナン
スマニュアルを参照) 。 

 

誤）  
コンネクションブレードが故障している 
一般的なエラーが発生した場合、コンネクションブレードの状態表示 LED が点灯します。 
 
▶ コンネクションブレードの保守ランプをチェックして、故障しているブレードを特定します。 
▶ コネクションブレードの故障の表示が消えない場合は交換してください (PRIMERGY BX900 S2

システムユニットのアップグレード＆メンテナンスマニュアルを参照) 。 

正）  
コンネクションブレードが故障している 
一般的なエラーが発生した場合、コンネクションブレードの状態表示ランプが点灯します。 
 
▶ コンネクションブレードの状態表示ランプをチェックして、故障しているブレードを特定しま

す。 
▶ コネクションブレードの故障の表示が消えない場合は交換してください(PRIMERGY BX900 S2

システムユニットのアップグレード＆メンテナンスマニュアルを参照) 。 
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2. 『PRIMERGY BX900 S2 システムユニット アップグレード＆メンテナンスマニュアル 2012年 12
月版』への訂正事項 
 

 訂正  「13.3.2.3 ホットプラグ電源ユニットランプ」（関連ページ：190） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

2  
 

主電源表示ランプ (2 色) 

システムユニットの電源を切ると緑色に点滅しますが、まだ主電源には接続されています
（スタンバイモード）。 
システムユニットの電源が投入され、正常に動作している場合、緑色に点灯します。 
PSU で故障の予兆が検出されたが、まだファンモジュールアクティブな場合、黄色に点灯
します。* 

正）  

2  
 

主電源表示ランプ (2 色) 

システムユニットの電源を切ると緑色に点滅しますが、まだ主電源には接続されています
（スタンバイモード）。 
システムユニットの電源が投入され、正常に動作している場合、緑色に点灯します。 
PSU で故障の予兆が検出されると黄色に点灯します。だだし、電源ユニットは動作してい
ます。* 
PSU が故障すると、黄色に点灯または消灯します。 

 
 

 訂正  「13.3.3.1 Connection Blade GbE Switch/IBP 18/6 （SB6）」（関連ページ：192） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

A 
 

1 Gbit Ethernet ポート（RJ45、それぞれに 2 個の LAN 保守ランプを搭載） 

3 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色) 
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

4 LAN 接続表示ランプ (緑色) 
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 

正）  

A 
 

1 Gbit Ethernet ポート（RJ45、それぞれに 2 個の LAN 状態表示ランプを搭載） 

3 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色) 
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

4 LAN 接続表示ランプ (緑色) 
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 
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 訂正  「13.3.3.2 Connection Blade GbE Switch/IBP 36/12 （SB11A）」（関連ページ：193,194） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

A 
 

光ファイバケーブルまたは銅ケーブルを接続するための、SFP モジュール用 1 Gbit Ethernet ポート 
(4x、それぞれに 2 個の保守ランプ搭載)  

3 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+トランシーバエラーなし 
点灯 : SFP トランシーバエラー 
点滅 : SFP モジュールのサポート なし 

4 (LINK) LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 : SFP トランシーバ接続可能 
点滅 : SFP トランシーバ接続アクティブ 
消灯 : SFP トランシーバ接続使用不可または無効化 

B 1 Gbit Ethernet ポート (8x、RJ45、それぞれに 2 個の LAN 保守ランプを搭載)  

8 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色) 
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

9 LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 

正）  

A 
 

光ファイバケーブルまたは銅ケーブルを接続するための、SFP モジュール用 1 Gbit Ethernet ポート 
(4x、それぞれに 個の状態表示ランプ搭載)  

3 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+トランシーバエラーなし 
点灯 : SFP トランシーバエラー 
点滅 : SFP モジュールのサポート なし 

4 (LINK) LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 : SFP トランシーバ接続可能 
点滅 : SFP トランシーバ接続アクティブ 
消灯 : SFP トランシーバ接続使用不可または無効化 

B 1 Gbit Ethernet ポート (8x、RJ45、それぞれに 2 個の LAN 状態表示ランプを搭載)  

8 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色)  
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

9 LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 
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 訂正  「13.3.3.3 Connection Blade GbE Switch/IBP 36/8+2 （SB11）」（関連ページ：196） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

B 
 

光ファイバケーブルまたは銅ケーブルを接続するための、SFP+モジュール用 10 Gbit Ethernet ポー
ト (それぞれに 2 個の保守ランプ搭載)  

6 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+トランシーバエラーなし 
点灯 : SFP+トランシーバエラー 
点滅 : SFP+モジュールのサポート なし 

7 (LINK) LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 : SFP+トランシーバ接続可能 
点滅 : SFP+トランシーバ接続アクティブ 
消灯 : SFP+トランシーバ接続使用不可または無効化 

C 1 Gbit Ethernet ポート (RJ45、それぞれに 2 個の LAN 保守ランプを搭載)  

8 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色)  
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

9 LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 

正）  

B 
 

光ファイバケーブルまたは銅ケーブルを接続するための、SFP+モジュール用 10 Gbit Ethernet ポー
ト (それぞれに 2 個の状態表示ランプ搭載)  

6 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+トランシーバエラーなし 
点灯 : SFP+トランシーバエラー 
点滅 : SFP+モジュールのサポート なし 

7 (LINK) LAN 接続表示ランプ (緑色) 
点灯 : SFP+トランシーバ接続可能 
点滅 : SFP+トランシーバ接続アクティブ 
消灯 : SFP+トランシーバ接続使用不可または無効化 

C 1 Gbit Ethernet ポート (RJ45、それぞれに 2 個の LAN 状態表示ランプを搭載)  

8 LAN 転送速度 (緑色 / オレンジ色)  
オレンジ色に点灯 :  LAN 転送速度 1 Gbit/s 
緑色に点灯 :  LAN 転送速度 100 Mbit/s 
消灯 :  LAN 転送速度 10 Mbit/s 

9 LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 :  LAN 接続可能 
点滅 :  LAN 接続有効 
消灯 :  LAN 接続使用不可または無効化 
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 訂正  「13.3.3.4 Connection Blade 10 GbE Switch/IBP 18/8」（関連ページ：198） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

A 
 

光ファイバケーブルまたはアクティブ・ツイナックス・ケーブル (銅) を接続するための、SFP+モ
ジュール用 10 Gbit Ethernet ポート (8x、それぞれに 2 個の保守ランプ搭載) 

4 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+モジュールエラーなし、または SFP+モジュールがインス

トールされていない 
点灯 : SFP+トランシーバエラー 
点滅 : SFP+モジュールのサポート なし 

5 (LINK) LAN 接続表示ランプ( 緑色）  
点灯 : LAN 接続可能 
点滅 : LAN 接続有効 
消灯 : LAN 接続使用不可または無効化 

正）  

A 
 

光ファイバケーブルまたはアクティブ・ツイナックス・ケーブル (銅) を接続するための、SFP+モ
ジュール用 10 Gbit Ethernet ポート (8x、それぞれに 2 個の状態表示ランプ搭載) 

4 (ERR) エラー表示ランプ (オレンジ色)  
消灯 : SFP+モジュールエラーなし、または SFP+モジュールがインス

トールされていない 
点灯 : SFP+トランシーバエラー 
点滅 : SFP+モジュールのサポート なし 

5 (LINK) LAN 接続表示ランプ (緑色)  
点灯 : LAN 接続可能 
点滅 : LAN 接続有効 
消灯 : LAN 接続使用不可または無効化 

 
 

 訂正  「13.3.3.5 Connection Blade Ethernet Pass Thru 10Gb 18/18」（関連ページ：199） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

3 
 

Ethernet ポートの保守ランプ (緑色 / オレンジ色) 

消灯 : 以下の場合 : 
- サーバブレードがない、電源が切断されている、またはリンクが非アク

ティブ 
- アップリンクポートモジュールがない 
- アップリンクポートケーブルが接続されていない 
- 内部リンクと外部リンクのいずれかまたは両方がダウン状態 

緑色に点灯 : 内部リンクと外部リンクの両方がアップ状態 
オレンジ色の点滅 : 以下の場合 : 

- リンクプロトコルがミスマッチ (表示ランプの 1 つがオレンジ色に点
滅) 

- 内部ポート速度設定エラー (ポートグループの全ポートのすべての表
示ランプが同時に点滅します。112 ページの「コネクションブレード
Ethernet パススルー10Gb 18/18 のポートの割り当て」の項を参照) 。 

緑色に点滅 : リンクがアップ状態でデータ転送されている 
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正）  

3 
 

Ethernet ポートの状態表示ランプ (緑色 / オレンジ色) 

消灯 : 以下の場合 : 
- サーバブレードがない、電源が切断されている、またはリンクが非アク

ティブ 
- アップリンクポートモジュールがない 
- アップリンクポートケーブルが接続されていない 
- 内部リンクと外部リンクのいずれかまたは両方がダウン状態 

緑色に点灯 : 内部リンクと外部リンクの両方がアップ状態 
オレンジ色の点滅 : 以下の場合 : 

- リンクプロトコルがミスマッチ (表示ランプの 1 つがオレンジ色に点
滅) 

- 内部ポート速度設定エラー (ポートグループの全ポートのすべての表
示ランプが同時に点滅します。112 ページの「コネクションブレード
Ethernet パススルー10Gb 18/18 のポートの割り当て」の項を参照) 。 

緑色に点滅 : リンクがアップ状態でデータ転送されている 

 
 

 訂正  「13.3.3.7 Connection Blade 8 Gb FC Pass Thru 18/18」（関連ページ：202） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

3 
 

外部 FC ポートの保守ランプ (緑色) 

点灯 : FC リンクアップ状態 

正）  

3 
 

外部 FC ポートの状態表示ランプ (緑色) 

点灯 : FC リンクアップ状態 

 
 

 訂正  「13.3.3.10 Connection Blade Infiniband Switch 40 Gb 18/18」（関連ページ：206） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

1 
 

保守ランプ (緑色 / 黄色)  

緑色に点灯 : コネクションブレードに電源が供給されている 
黄色に点滅 : スイッチエラー 

3 

P 

外部 IB ポートの物理リンクの保守ランプ (緑色)  

消灯 : 信号受信なし (IB ポートオフライン)  
緑色に点灯 : IB ポートオンライン 

4 

L/A 

外部 IB ポートの論理リンクの保守ランプ (黄色)  

消灯 : 信号受信なし 
黄色に点灯 : IB ポートオンライン 
黄色に点滅 : データ転送 
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正）  

1 
 

状態表示ランプ (緑色 / 黄色)  

緑色に点灯 : コネクションブレードに電源が供給されている 
黄色に点滅 : スイッチエラー 

3 

P 

外部 IB ポートの物理リンクの状態表示ランプ (緑色)  

消灯 : 信号受信なし (IB ポートオフライン) 
緑色に点灯 : IB ポートオンライン 

4 

L/A 

外部 IB ポートの論理リンクの状態表示ランプ (黄色)  

消灯 : 信号受信なし 
黄色に点灯 : IB ポートオンライン 
黄色に点滅 : データ転送 

 
 

 訂正  「13.3.3.11 Connection Blade Infiniband Switch 56 Gb 18/18 FDR」（関連ページ：207） 
下線部が訂正箇所です。 

誤）  

1 
 

保守ランプ (緑色/ 黄色)  

緑色に点灯 : コネクションブレードに電源が供給されている 
黄色に点滅 : スイッチエラー 

3 

P 

外部 IB ポートの物理リンクの保守ランプ (緑色)  

消灯 : 信号受信なし (IB ポートオフライン) 
緑色に点灯 : IB ポートオンライン 

4 

L/A 

外部 IB ポートの論理リンクの保守ランプ (黄色)  

消灯 : 信号受信なし 
黄色に点灯 : IB ポートオンライン 
黄色に点滅 : データ転送 

正）  

1 
 

状態表示ランプ (緑色 / 黄色)  

緑色に点灯 : コネクションブレードに電源が供給されている 
黄色に点滅 : スイッチエラー 

3 

P 

外部 IB ポートの物理リンクの状態表示ランプ (緑色)  

消灯 : 信号受信なし (IB ポートオフライン) 
緑色に点灯 : IB ポートオンライン 

4 

L/A 

外部 IB ポートの論理リンクの状態表示ランプ (黄色)  

消灯 : 信号受信なし 
黄色に点灯 : IB ポートオンライン 
黄色に点滅 : データ転送 

 
 

以上 
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