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このたびは、CPU 増設オプション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 CPU 増設オプションをご使用の場合、新たに追加された CPU マイクロコードが BIOS 上に存在しない、
または、BIOS が新旧 CPU の混在を許可しないため、BIOS アップデートが必要な場合があります。本書を
参照の上、必要に応じて BIOS アップデートを実施してください。

PRIMERGY TX200 S2、TX200FT S2、RX300 S2 をご使用の場合
TX200 S2 及び RX300 S2 で BIOS 版数：V4.06R1.03、TX200FT S2 で V4.06R1.04 をご使用の場合、CPU 追加搭載
後の電源投入時の POST において、エラーメッセージが表示され停止する場合があります。該当の場合は、BIOS
Update Disk 取扱説明書(RX300 S2 は CA91200-U202、TX200 S2 及び TX200FT S2 は CA91200-U203)をご参照の
うえ、対処を実施してください。なお、メッセージが表示されない場合は、本対処は不要です。
[現象]
電源投入後の POST（Power on self test）時に以下のメッセージが表示され停止する場合があります。
"Error:
Patch for installed CPU not loaded. Please run the bios flash update diskette."
[意味]
BIOS 内に、搭載されている CPU に対応するマイクロコードが存在しません。

PRIMERGY TX200W S2 をご使用の場合
本機種は、BIOS アップデートは必要ありません。

PRIMERGY RX200 S2 をご使用の場合
BIOS 版数：R02A3F4、R02A4F2、R04A5F1 または R04A5F4 をご使用の場合、BIOS Update Disk 取扱説明書
(CA91200-U206)をご参照のうえ、対処を実施してください。

PRIMERGY BX620 S2 をご使用の場合
BIOS 版数：3C02 または 3D01 をご使用の場合、BIOS アップデートキット説明書(CA91200-U207)をご参照のう
え、対処を実施してください。
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Thank you for purchasing a CPU option from us.
Your BIOS may need an update because it may not include the CPU microcode required by this CPU option, or
it may not allow mixing installation of both new and old CPUs. Update your BIOS as necessary by referring to
the instruction given below.

Instruction for PRIMERGY TX200 S2, TX200FT S2, and RX300 S2 systems.
- TX200 S2 or RX300 S2 : BIOS V4.06R1.03
- TX200FT S2 : BIOS V4.06R1.04
In the above environments, the POST may stop when you have installed the CPU option with the error
message shown below.

Respond to the error, please update the BIOS by using the BIOS update Tool. If the

message does not appear, no action is required.
[Message]
"Error: Patch for installed CPU not loaded. Please run the bios flash update diskette."
[Meaning]
The BIOS does not have the microcode corresponding to the installed CPU.

Instruction for PRIMERGY TX200W S2
No BIOS update is necessary.

Instruction for PRIMERGY RX200 S2
If the BIOS version is either R02A3F4, R02A4F2, R04A5F1, or R04A5F4, please update the BIOS by using the
BIOS update Tool.

Instruction for PRIMERGY BX620 S2
If the BIOS version is either 3C02 or 3D01, please must need to update the BIOS by using the BIOS update
Tool.
(END)

