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GRANPOWER5000 MS600 取扱説明書

追記･訂正事項

このたびは、弊社の GRANPOWER5000 MS600 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本サーバに添付の『GRANPOWER5000 MS600 取扱説明書』(B1FH-6171-01)のマニュアル類に追記・訂正が

ございましたので、下記のとおり追記または訂正させていただきます。

　  　平成12年 2月

富士通株式会社        

１．OS 再インストール時の注意事項（関連ページ：P209 6.3.1 インストールの前に）（追

記）

■ インストール時の注意

・ インストール時には、最初から CD-ROM を入れないでください。インストール 画面で指示が

でてから、CD-ROM をセットして下さい。

・ OS を再インストールする場合は、オペレータパネルで「管理者モード」に設定してから実施し

てください。「管理者モード」にすると RAS 支援サービスで設定した起動監視機能が、いった

ん「監視しない」になります。「監視する」に設定したままの場合、本サーバが自動的に電源切

断や再起動するなど、意図しない動作をするおそれがあります。管理者モードへの設定方法につ

いては、「第９章 オペレータパネル（IMP）の操作」（287ページ）を参照してください。

２．サーバにLDSM 管理コンソールをインストールする場合の留意事項

  （関連ページ：P230 6.4 Servervisor/Intel®LANDesk Server Manager について）（追

記）

   サーバに Intel(R) LANDesk(R) Server Manager V6.0 Ｌ50 の管理コンソール をインストール後、

    システム再起動直後にログオンした場合 (自動ログオンを含む)、下記のエラーが発生し、ログオン

    処理に時間がかかることがあります。このエラーはサーバに管理コンソールをインストールした後

    に、一回のみ発生する現象です。以下にその現象および復旧方法について記述します。

【現象】イベントログのシステムログに下記のメッセージがログされます。

  ------------------------------------------------------------------

  イベント ID:7009

  ソース:Service Control Manager

  種類:エラー

  分類:なし

  説明:"サービス接続待ちのタイムアウト (120000 ミリ秒)"
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  ------------------------------------------------------------------

  (計２個)

  ------------------------------------------------------------------

  イベント ID:7001

  ソース:Service Control Manager

  種類:エラー

  分類:なし

  説明:"Intel Server Monitor サービスは、次のエラーのために開始でき

        なかった Intel Alert Originator サービスに依存します:

        そのサービスは指定時間内に開始要求または制御要求に 応答しま

        せんでした。"

  ------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------

  イベント ID:7022

  ソース:Service Control Manager

  種類:エラー

  分類:なし

  説明:"SNMP サービスは開始時にハングしました。 "

  ------------------------------------------------------------------

【復旧方法】

  本現象が発生した場合には、システムをもう一度再起動してください。

３．Servervisor/LDSM における，Adaptec SCSI 監視に関する注意事項

  （関連ページ：P230 6.4 Servervisor/Intel®LANDesk Server Manager について）（追

記）

Servervisor あるいは、Intel(R) LANDesk(R) Server Manager をご使用の場合、管理コンソール

上に誤った情報が表示される場合があります。 以下に現象および対処方法について記述します。

【現象】 Adaptec SCSIに接続されたテバイスに異常が発生した場合、正常なデバイスについても

   「異常」と、管理コンソール上に誤表示される場合があります。

【対処方法】「異常」表示から数分（１～６分）後に、「正常」表示に戻ればそのデバイスについては

    問題ありません。念のため、イベントログの確認、ディスクアドミニストレータ起動等の方法でも、

    該当デバイスに異常が発生していないことを確認して下さい。
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Notes for teamserver MS600
                                                       Feb.2000

  FUJITSU LIMITED

Fujitsu would like to thank you for purchasing teamserver MS600 series.

This notes describe additional information to “teamserver MS600 series User Guide
[B1FH-6191-01EN]”.

1 .  Notes when reinstalling OS (Refer to User Guide Page190)

Before reinstalling OS, [Administrator Mode] should be set on the operator panel.

In [Administrator Mode], the Start Monitoring function in “RAS Support Service”
is immediately set to [Disable].If you keep the Start Monitoring function set

at [Enabled], the server may be automatically powered off or rebooted

unintentionally.

For details concerning the operator panel, refer to “Chapter 9 Operator

panel(IMP)(233 page)”.

2.Notes relating to the initial startup and use of LDSM V6.0 L50

  Notes when installing the management console software of LDSM to your server.

After installing the management console software of Intel(R) LANDesk(R) Server

Manager V6.0 L50 to your server, if you immediately logon manually (or

automatically) after rebooting the system, the following error will occur and

the logon process time will be slow.This error only occurs once after the

installation of this software.

  The following describes this error and how to recover the system to normal.

[Occurrence]

    The following messages are recorded in the System Event Log.

  ------------------------------------------------------------------

  Event ID: 7009

  Source: Service Control Manager

  Type: Error

  Category: None

  Description: "Timeout (120000 milliseconds) waiting for service to

                connect"

  ------------------------------------------------------------------

  (Total 2 logs are recorded)
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  ------------------------------------------------------------------

  Event ID:7001

  Source:Service Control Manager

  Type: Error

  Category: None

  Description: "The Intel Server Monitor service depends on the Intel

                Alert Originator service which failed to start because

                of the following error:

                The service did not respond to the start or control

                request in a timely fashion."

  ------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------

  Event ID:7022

  Source:Service Control Manager

  Type: Error

  Category: None

  Description: "The SNMP service hung on starting."

  ------------------------------------------------------------------

[Recovery Method]

    If this occurrence should happen, restart the system.

3.Notes relating the Adaptec SCSI Monitor

   

When Servervisor or Intel(R)LANDesk(R)Server Manager is used, the wrong

information might be displayed on the Servervisor  Console or the Adaptec SCSI

Monitor.

[Occurrence]

When an error occurs in a device connected with Adaptec SCSI, a normal device

might be mis-displayed as abnormal (Critical).

[Recovery Method]

There is no problem about the device, if the status returns  to normal (OK) after

a few minutes (1-6 minutes).

And, it is recommended to check the status of the device with the event log or

the disk administrator.


