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Sun Fire X4150 サーバー
ご使用にあたって
本書では、Sun Fire™ X4150 サーバーに関する最新情報と注意事項を説明します。

本書で説明する注意事項は次のとおりです。

■ 「サポートされているオペレーティングシステム」(2 ページ)

■ 「Tools and Driver CD」(2 ページ)

■ 「重要な注意事項」(8 ページ)

■ 「ハードウェアと BIOS」(9 ページ)

■ 「システム管理の注意事項」(16 ページ)

■ 「診断に関する注意事項」(27 ページ)

■ 「Sun Installation Assistant の注意事項」(29 ページ)

■ 「Solaris に関する注意事項」(32 ページ)

■ 「Linux に関する注意事項」(36 ページ)

■ 「Windows 2003 Server の注意事項」(37 ページ)

■ 「VMware の注意事項」(39 ページ)

■ 「LSI 3081E ホストバスアダプタに関する注意事項」(40 ページ)

■ 「StorageTek SAS コントローラに関する注意事項」(41 ページ)

■ 「Sun 10G ネットワークアダプタの注意事項」(42 ページ)

■ 「ドキュメントの注意事項」(42 ページ)

■ 「修正済みの問題」(46 ページ)

注 – Sun 社は、本書で挙げているサードパーティーの Web サイトの利用について責
任を負いません。また、当該サイトまたはリソースから入手可能なコンテンツや広
告、製品またはその他の素材を推奨したり、責任あるいは法的義務を負うものではあ
りません。さらに、他社の Web サイトやリソースに掲載されているコンテンツ、製
品、サービスなどの使用や依存により生じた実際の、または嫌疑的な損害や損失につ
いても責任を負いません。
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ソフトウェア情報
この節では、次のソフトウェア情報について説明します。

■ 「サポートされているオペレーティングシステム」(2 ページ)

■ 「ソフトウェアオプション」(2 ページ)

■ 「重要: ファームウェアのアップデートを実行する前に、CPLD のアップデートが
必要になる場合があります。」(6 ページ)

サポートされているオペレーティングシステム

Sun Fire X4150 サーバーでは、次の最低バージョンのオペレーティングシステムがサ
ポートされています。

■ Solaris™ 10 11/06 OS
■ Red Hat Enterprise Linux 5
■ SLES 10 SP1 64 ビット版
■ VMware ESX 3.0.2
■ Windows 2003 Enterprise Server (32 ビットおよび 64 ビット)
■ Windows 2003 Advanced Server (32 ビットおよび 64 ビット)

注 – プリインストールされている Windows 2003 Server を搭載したサーバーの詳細
については、「Windows 2003 Server の注意事項」(37 ページ) を参照してください。

ソフトウェアオプション
次のソフトウェアは、システムとの同時出荷を注文するか、ダウンロードすることが
できます。

■ 「Tools and Driver CD」(2 ページ)

■ 「Sun Validation Test Suite」(5 ページ)

■ 「Sun Installation Assistant」(5 ページ)

Tools and Driver CD 

Sun Fire X4150 サーバーの最新のファームウェアアップデートは、付属の Tools and 
Drivers CD に収録されています。最新バージョンの Tools and Drivers CD は、次の
サイトからもダウンロードできます。

http://www.sun.com/servers/x64/x4150/downloads.jsp
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注 – システムファームウェアをアップデートする前に「重要: ファームウェアのアッ
プデートを実行する前に、CPLD のアップデートが必要になる場合があります。」
(6 ページ) を参照してください。

次の節では、Tools and Drivers CD のアップデートの詳細について説明します。

■ 「Tools and Drivers CD v2.0」(3 ページ)

■ 「Tools and Drivers CD v1.3.1」(4 ページ)

■ 「Tools and Drivers CD v 1.2」(4 ページ)

■ 「Tools and Drivers CD v1.1」(4 ページ)

Tools and Drivers CD v2.0

Tools and Drivers CD 2.0 は、Sun Fire X4150 サーバーの最新のソフトウェアアップ
デートです。最新バージョンの Tools and Drivers CD は、次のサイトからもダウン
ロードできます。

http://www.sun.com/servers/x64/x4150/downloads.jsp

Tools and Drivers CD 2.0 には、Embedded Lights Out Manager (ELOM) および 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 用のファームウェアが含まれており、ELOM 
から ILOM への移行をサポートします。

ILOM および ELOM 用ファームウェアのバージョンは、表 1 に記載されています。

ELOM ファームウェアについては、次のことに注意してください。

■ 現時点では ILOM への移行を行わない場合は、表に示されている ELOM ファーム
ウェアバージョンにシステムをアップデートします。

■ ILOM への移行を予定している場合は、まず最初に、暫定 ELOM ファームウェア
ファイル X4150-026-450 で ELOM をアップデートする必要があります。

注 – ELOM から ILOM への移行の詳細については、『ELOM から ILOM への移行
ユーザーズガイド』を参照してください。

表 1 Tools and Drivers CD 2.0 ファームウェアのバージョン

ファームウェアのタイプ ILOM ELOM

BIOS バージョン 1ADQW052 1ADQW026

SP バージョン 2.0.2.6 4.0.10
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Tools and Drivers CD v1.3.1

Tools and Drivers CD 1.3.1 は、次の Web サイトからダウンロードできます。

http://www.sun.com/servers/x64/x4150/downloads.jsp

Tools and Drivers CD 1.3.1 には、次のアップデートが含まれています。

■ BIOS バージョン 1ADQW025

■ SP バージョン 4.0.09

注 – Tools and Drivers CD バージョン 1.3.1 で解決された問題については、「修正済
みの問題」(46 ページ) を参照してください。

Tools and Drivers CD v 1.2

Tools and Drivers CD 1.2 は、次の Web サイトからダウンロードできます。

http://www.sun.com/servers/x64/x4150/downloads.jsp

Tools and Drivers CD 1.2 には、次のアップデートが含まれています。

■ BIOS バージョン 1ADQW020 

■ SP バージョン 4.0.06

■ Windows 2003Reburn_1.2.zip ファイル (Sun StorageTek RAID ドライバ 
5.2.0.15583 を含む)

注 – Sun StorageTek RAID ドライバ 5.2.0.15583 には、Serial General Purpose 
Input/Output (SGPIO) ドライバのサポートが含まれていますが、SGPIO ドライバは 
Windows 2003 (32 ビット版) 用として WHQL で認定されたものではありません。

Tools and Drivers CD v1.1

次の強化機能が Sun Fire X4150 Tools and Drivers v1.1 CD に追加されました。

■ Intel Xeon 5200 および 5400 シリーズのプロセッサのサポート

■ Windows ドライバのインストール用 AutoRun ユーティリティー

注 – Tools and Drivers CD v1.1 を使用する前に、必ず「重要: ファームウェアのアッ
プデートを実行する前に、CPLD のアップデートが必要になる場合があります。」
(6 ページ) を読んでください。
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Sun Validation Test Suite

Sun Validation Test Suite (SunVTS) は Sun ハードウェアをテストおよび検証する包
括的な診断ツールで、これを使用することで、Sun プラットフォームのほとんどの
ハードウェアコントローラおよびデバイスが接続されていることと正しく機能してい
ることを確認できます。SunVTS ソフトウェアは、変更可能なテストインスタンスや
プロセッサアフィニティー機能によってカスタマイズできます。

SunVTS は別売のソフトウェアオプションで、次のサイトからダウンロードすること
もできます。

http://www.sun.com/oem/products/vts/

SunVTS ソフトウェアの最新情報については、次を参照してください。

http://docs.sun.com/app/docs/prod/test.validate

サーバーで SunVTS を実行する前に、最新の製品リリースノートを必ずお読みください。

Sun Installation Assistant

Sun Installation Assistant (SIA) は、x64 Sun Fire および Sun Blade サーバーで使用す
るツールで、サポートされている Linux および Microsoft Windows オペレーティン
グシステム (OS) をインストールするときに役立ちます。SIA を使用すると、SIA メ
ディアをブートしてプロンプトに従うだけで OS、適切なドライバ、および必要に応
じて追加のシステムソフトウェアをインストールできます。

SIA は別売のソフトウェアオプションで、次のサイトの Sun のダウンロードページ
からダウンロードすることもできます。

http://www.sun.com/download/index.jsp

SIA プログラムのアップデートは、SIA のインストール中に、SIA のリモートアップ
デートオプションを使用して簡単に取得できます。

Sun Installation Assistant の詳細は、『Sun Installation Assistant for Windows and Linux 
User's Guide For Sun Fire and Sun Blade Series Servers (Sun Fire および Sun Blade シ
リーズサーバーの Windows および Linux 用 Sun Installation Assistant ユーザーズガ
イド)』を参照してください。
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重要: ファームウェアのアップデートを実行する
前に、CPLD のアップデートが必要になる場合が
あります。

Sun Fire X4150 Tools and Drivers v1.1 CD のリリース以降では、Intel Xeon 5200 お
よび 5400 シリーズプロセッサのサポートが含まれます。このサポートには、CPLD 
および BIOS と SP ファームウェアのアップデートが必要です 。このアップデートを
実行するには、まず最初に CPLD をアップデートしてから、BIOS および SP ファー
ムウェアをアップデートします。

ELOM のみを実行している場合は、CPLD のアップデートが必要です。ILOM を実
行している場合は、Solaris のパッチのインストールのみが必要です。

注意 – CPLD は、ファームウェアより先にアップデートする必要があります。サー
バーを正しく機能させるには、ここに記載されている手順のとおりに操作を行う必要
があります。

アップグレードは、まったく同じ順序で実行する必要があります。

1. システム CPLD、BIOS、および SP ファームウェアをアップデートします (ELOM 
の場合のみ)。

「CPLD のアップデート」(6 ページ) を参照してください。

2. Solaris のパッチをインストールします (ELOM および ILOM の場合)。

「Solaris パッチのインストール」(7 ページ) を参照してください。

3. Solaris をリブートします。

4. 出荷済みのプロセッサを新しい Intel Xeon 5200 または 5400 シリーズプロセッサ
に交換します。

プロセッサの設置と取り外し方法については、『Sun Fire X4150 Server Service 
Manual (Sun Fire X4150 サーバーサービスマニュアル)』を参照してください。

▼ CPLD のアップデート

1. ブラウザに SP の IP アドレスを入力して、Embedded LOM (ELOM) SP Web 
GUI を開始します。

ELOM Web GUI の使い方については、『Embedded Lights Out Manager 管理ガイ
ド』を参照してください。

2. Tools and Drivers バージョン 1.1 CD のファイル 
/remoteflash/elom/CPLD/s92v063.jbc をローカルドライブにコピーします。
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3. SP にログインします。

4.「Maintenance (保守)」タブをクリックし、「Firmware Update (ファームウェアの
アップデート)」を選択します。

プロンプトが表示されたら、サーバーをシャットダウンします。

「Firmware Update (ファームウェアのアップデート)」画面が表示されます。

5.「CPLD Update (CPLD のアップデート)」オプションで「Browse (参照)」をク
リックし、フラッシュファイルの場所に移動します。

6.「Update (アップデート)」をクリックします。

ファームウェアがアップロードされます。

7. ファームウェアのアップロードが完了すると、CPLD をロードできるように AC 
電源を 10 秒間切断するように求められます。

いったんサーバーの電源を切ってから、再起動します。

8. CPLD のアップデートが終了すると、ブート可能な Tools and Drivers バージョン 
1.1 CD または説明されている TFTP インタフェースおよび Web インタフェースを
使用して BIOS/SP をアップデートできます。

『Embedded Lights Out Manager Administration Guide (Embedded Lights Out 
Manager 管理ガイド)』を参照してください。

▼ Solaris パッチのインストール 

1. 必要なパッチをダウンロードします。

必要なパッチのダウンロードには 2 つの方法があります。最初の方法は、最新
バージョンのパッチを入手できるので、こちらをお勧めします。

■ 次のパッチの最新バージョン (125370 および 127112) を 
http://sunsolve.sun.com/ からダウンロードします。

注 – 125370 では追加パッチ 118344-14 123840-04 (またはそれ以降) が必要で、127112 
では追加パッチ 118344-14、118855-36、118919-21、120012-14、123840-04、125370-06 
(またはそれ以降) が必要です。

■ Tools and Drivers CD からパッチをコピーします。

i. Solaris システムに Tools and Drivers CD をマウントします。

ii. Intel Xeon 5200 および 5400 シリーズプロセッサをサポートするパッチを
指定します。Sun Fire X4150 Tools and Drivers v1.1 CD の次のディレクト
リにアクセスします。

\<DVD_DRIVE>\drivers\sx86\patches
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iii. 必要に応じて、新しいディレクトリを作成します。

iv. 両方のパッチを Solaris システムにコピーします。

v. システムをリブートし、シングルユーザーモードに入ります。

www.docs.sun.com の Solaris OS ドキュメントを参照してください。

vi. 2 つのパッチディレクトリ 125370-06 および 127112-05 を Solaris システム
にコピーします。

2. パッチには依存関係があるため、次のコマンドをこのとおりの順序で実行して
パッチを追加します。

a. patchadd 125370-xx

b. patchadd 127112-xx

xx は各パッチの最新バージョンを表します。Tools and Drivers CD に収録されて
いるパッチを使用すると、パッチバージョンは 125370-06 および 127112-05 になり
ます。

3. サーバーをリブートします。

カーネルパッチをインストールするために、システムで OS のフルブートを実行し
ます。

4. システム OS のロードが終了したら、サーバーをシャットダウンし、新しいプロ
セッサを取り付けます。

重要な注意事項

プリインストールされている Solaris のシリアル
コンソール ttya/ttyb は変更された

プリインストールされている Solaris ディストリビューションのシリアルコンソール
設定は、Tools and Drivers 1.3.1 CD 以降は変更されています。

■ ttya を使用してプリインストールされている Solaris を構成するには、「External 
Serial Port (外部シリアルポート)」を「SP」に設定し、「External Serial Port Config 
(外部シリアルポートの構成)」を「COM1」(デフォルト設定) に設定します。

■ ttyb を使用してプリインストールされている Solaris を構成するには、「External 
Serial Port (外部シリアルポート)」を「SYSTEM」に設定し、「External Serial Port 
to Config (構成する外部シリアルポート)」を「COM2」に設定します。
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ハードウェアと BIOS
次の注意事項は、Sun Fire X4150 サーバーハードウェアおよび BIOS に適用されます。

■ 「BIOS シリアルポートのデフォルト設定は Tools and Drivers CD 1.3.1 では変更さ
れた」(9 ページ)

■ 「リモートキーボードでの F12 キーの使用」(14 ページ)

■ 「BIOS 設定がない」(14 ページ)

■ 「LSI 3081E ファームウェアの最新バージョンへのアップデート」(14 ページ)

■ 「DIMM 装着ルール」(14 ページ)

■ 「SP/BIOS フラッシュプロセスのスクリプト」(15 ページ)

■ 「前面 USB ポートのケーブルの制限」(15 ページ)

■ 「CD/DVD-ROM ドライブを取り付けないとサーバーがハングすることがある」
(15 ページ)

■ 「前面パネルの USB デバイスを取り外すときに DVD アセンブリが切断されないよ
うにする」(16 ページ)

■ 「ハードディスクドライブを挿入する際の重要な注意事項」(16 ページ)

BIOS シリアルポートのデフォルト設定は 
Tools and Drivers CD 1.3.1 では変更された

BIOS シリアルポートのデフォルト設定は、Tools and Drivers CD 1.3.1 のファーム
ウェアアップデートで変更されています。シリアルコンソールを使用している場合
は、デフォルト設定の変更が必要になることもあります。

1.3.1 リリース以前は、デフォルト設定は COM2/TTYB/115200 でしたが、このバージョ
ンのファームウェアでは、より広く受け入れられるデフォルト設定 COM1/TTYA/9600 
に変更されています。以前のデフォルトの COM2/TTYB/115200 に合わせて既存のイン
ストールを再構成している場合は、設定を変更する必要があります。

注 – このファームウェアアップデートがすでに適用されている Solaris 10 8/07 また
は Solaris 10 5/08 の新しいインストールでは、これらの設定がデフォルトと一致す
るので、OS のインストールには影響しません。
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シリアルコンソールを構成し、1.3.1 より前のリリースで OS の出力を表示している
場合は、ファームウェアをアップデートする前に変更しないと、OS の出力は表示さ
れなくなります。次の節では、使用しているファームウェアのバージョンのシリアル
コンソール設定を変更する方法を説明します。

■ 「Red Hat Linux Enterprise Server (RHEL)」(10 ページ)

■ 「SuSE Linux Enterprise Server (SLES)」(11 ページ)

■ 「Solaris 10 OS」(13 ページ)

Red Hat Linux Enterprise Server (RHEL)

この手順で使用する最低バージョンは、RHEL 3.7 および RHEL 4.3 です。

使用しているファームウェアのバージョンに対応する手順に従ってください。

■ 「1.3.1 より前のバージョンの Tools and Drivers CD」(10 ページ)

■ 「1.3.1 以降のバージョンの Tools and Drivers CD」(11 ページ)

1.3.1 より前のバージョンの Tools and Drivers CD

1. テキストエディタを使用して、/etc/grub.conf ファイルを編集します。

2. kernel ブートパラメータ行に次のテキストを追加します。

console=tty1 console=ttyS1, 115200

たとえば、新しい kernel ブートパラメータ行はこのようになります。

kernel /vmlinux-2.x.x ro root=LABEL/1 rhgb quiet console=tty1

console=ttyS1, 115200

3. /etc/securetty を編集します。

a. ファイルの最後に ttyS1 を追加します。

b. 保存してファイルを閉じます。

4. /etc/inittab を編集します。

a. id:5:initdefault: を id:3:initdefault: に変更します。

b.「Run gettys in standard runlevels」セクションの最初に次の行を追加します。

co:2345:respawn:/sbin/agetty ttyS1 115200 vt100B

c. 保存してファイルを閉じます。

5. リブートします。
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1.3.1 以降のバージョンの Tools and Drivers CD

1. テキストエディタを使用して、/etc/grub.conf ファイルを編集します。

2. kernel ブートパラメータ行に次のテキストを追加します。

console=tty0 console=ttyS0, 9600

たとえば、新しい kernel ブートパラメータ行はこのようになります。

kernel /vmlinux-2.x.x ro root=LABEL/1 rhgb quiet console=tty1

console=ttyS0, 9600

3. /etc/securetty を編集します。

a. ファイルの最後に ttyS0 を追加します。

b. 保存してファイルを閉じます。

4. /etc/inittab を編集します。

a. id:5:initdefault: を id:3:initdefault: に変更します。

b.「Run gettys in standard runlevels」セクションの最初に次の行を追加します。

co:2345:respawn:/sbin/agetty ttyS0 9600 vt100B

c. 保存してファイルを閉じます。

5. リブートします。

SuSE Linux Enterprise Server (SLES)
この手順で使用する最低バージョンは、SLES 10 SP1 64 ビット版です。

使用しているファームウェアのバージョンに対応する手順に従ってください。

■ 「1.3.1 より前のバージョンの Tools and Drivers CD」(11 ページ)

■ 「1.3.1 以降のバージョンの Tools and Drivers CD」(12 ページ)

1.3.1 より前のバージョンの Tools and Drivers CD

1. テキストエディタを使用して、/boot/grub/menu.lst ファイルを編集します。

2. kernel ブートパラメータ行に次のテキストを追加します。

console=ttyS1, 115200

たとえば、新しい kernel ブートパラメータ行はこのようになります。

kernel /boot/vmlinux root=/dev/sda2 resume=/dev/sdal

splash:silent showps console=tty0 console:ttyS1, 115200
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3. /etc/securetty ファイルを編集します。

a. ファイルの最後に ttyS1 を追加します。

b. 保存してファイルを閉じます。

4. /etc/inittab ファイルを編集します。

a. id:5:initdefault: を id:3:initdefault: に変更します。

b.「getty-programs for normal runlevels」の下に次の行を追加します。

S0:12345:respawn:/sbin/agetty -L 115200 ttyS1 vt100

5. 保存してファイルを閉じます。

6. リブートします。

1.3.1 以降のバージョンの Tools and Drivers CD

1. テキストエディタを使用して、/boot/grub/menu.lst ファイルを編集します。

2. kernel ブートパラメータ行に次のテキストを追加します。

console=ttyS0, 9600

たとえば、新しい kernel ブートパラメータ行はこのようになります。

kernel /boot/vmlinux root=/dev/sda2 resume=/dev/sdal

splash:silent showps console=tty0 console:ttyS0, 9600

3. /etc/securetty を編集します。

a. ファイルの最後に ttyS0 を追加します。

b. 保存してファイルを閉じます。

4. /etc/inittab ファイルを編集します。

a. id:5:initdefault: を id:3:initdefault: に変更します。

b.「getty-programs for normal runlevels」の下に次の行を追加します。

S0:12345:respawn:/sbin/agetty -L 9600 ttyS0 vt100

5. 保存してファイルを閉じます。

6. リブートします。
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Solaris 10 OS

使用しているファームウェアのバージョンに対応する手順に従ってください。

■ 「1.3.1 より前のバージョンの Tools and Drivers CD」(13 ページ)

■ 「1.3.1 以降のバージョンの Tools and Drivers CD」(13 ページ)

1.3.1 より前のバージョンの Tools and Drivers CD
1. /boot/solaris/bootenv.rc ファイルを、次のとおりに編集します。

setprop console "ttyb"

setprop ttyb-mode 115200,8,n,1,-

2. /boot/grub/menu.lst ファイルを、次のとおりに編集します。

kernel /platform/i86pc/multiboot -B console=ttyb

3. /kernel/drv/asy.conf ファイルを編集して、次の行を追加します。

name="asy" parent="isa" reg=1, 0x2f8 interrupts=3;

4. /var/svc/manifest/system/console-login.xml ファイルを、次のとおり
に編集します。

<propval name='label' type='astring' value='115200'/>

5. 保存してファイルを閉じます。

6. 次のコマンドで、システムをリブートします。

reboot -r

1.3.1 以降のバージョンの Tools and Drivers CD
1. /boot/solaris/bootenv.rc ファイルを、次のとおりに編集します。

setprop console "ttya"

setprop ttya-mode 9600,8,n,1,-

2. /boot/grub/menu.lst ファイルを、次のとおりに編集します。

kernel /platform/i86pc/multiboot -B console=ttya

3. /kernel/drv/asy.conf ファイルを編集して、次の行を追加します。

name="asy" parent="isa" reg=1, 0x2f8 interrupts=3;

4. /var/svc/manifest/system/console-login.xml ファイルを、次のとおり
に編集します。

<propval name='label' type='astring' value='9600'/>

5. 保存してファイルを閉じます。

6. 次のコマンドで、システムをリブートします。

reboot -r
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リモートキーボードでの F12 キーの使用

Sun Blade X4150 サーバーでリモートキーボード (システムにローカルに接続されて
いないキーボード) を使用している場合は、F12 キーを押すと BIOS セットアップメ
ニューが表示されます。

注 – PXE メニューを表示するには、リモートキーボードで F12 キーの代わりに Ctrl + N 
キーを使用します。誤って F12 キーを押してしまうと、BIOS セットアップメニューが
表示されます。

この問題は、Sun Fire X4150 サーバーの ILOM アップデートで解決されます。

BIOS 設定がない 
BIOS 設定 terminal type=vt100/ansi は、BIOS バージョン 020 以降 (1.2 Tools 
and Driver CD 以降) 誤って削除されました。

この問題は、BIOS の今後のリリースで解決される予定です。

LSI 3081E ファームウェアの最新バージョンへの
アップデート

LSI 3081E SAS HBA ファームウェアが最新であることを確認してください。

最新の LSI 3081E ファームウェアは、Tools and Drivers CD バージョン 1.3.2 以降に
収録されており、次のサイトからダウンロードすることもできます。

http://www.sun.com/servers/x64/x4150/downloads.jsp

DIMM 装着ルール
■ DIMM は同一のものをペアで装着します。

■ DIMM は、A0/B0、C0/D0、A1/B1、C1/D1 の順に DIMM スロットに装着します。

■ ペアにする DIMM は、サイズ、速度、製造元が同じものにします。

ただし、別の DIMM ペアでは、DIMM の容量は異なっていてもかまいません。たと
えば、DIMM スロット A0/B0 に 1G バイトの DIMM、DIMM スロット C0/D0 に 
2G バイトの DIMM、という組み合わせは有効です。

DIMM はサイズの大きいペアから順に装着するようにしてください。たとえば、4G 
バイトの DIMM が 4 個、2G バイトの DIMM が 4 個ある場合は、A0/B0=4G バイ
ト、C0/D0=4G バイト、A1/B1=2G バイト、C1/D1=2G バイトの順に装着します。
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SP/BIOS フラッシュプロセスのスクリプト

SP/BIOS フラッシュプロセスでは、サービスプロセッサ (SP) のフラッシュが終了す
ると「Update Successful (アップデート成功)」メッセージが表示されます。この
メッセージは SP のフラッシュ動作のみが終了したことを意味します。処理のこの時
点では、BIOS はフラッシュされていないため、プロセスを中断 (たとえば、手動で
リブート) すると、BIOS が破損します。BIOS の破損を防ぐため、次のフラッシュ手
順を確認してください。

注 – リモートで BIOS/SP をフラッシュするスクリプトを作成する前に、リアルタイ
ムでシーケンスをよく見てください。単独のシステムで、作成したスクリプトをテス
トしてから、システム全体をアップデートしてください。

1. SP のフラッシュプロセスが開始されます。

2. SP のフラッシュプロセスが完了します。

3. CLI が「Update Successful (アップデート成功)」メッセージを返します。

4. システムがリブートされ、BIOS のフラッシュプロセスが開始されます。

5. BIOS フラッシュプロセスが終了します。

前面 USB ポートのケーブルの制限

前面パネルにある USB ポートでは、デバイスへの接続用ケーブルとして 3 メートル
のケーブルしか対応していません。

CD/DVD-ROM ドライブを取り付けないと
サーバーがハングすることがある

この問題は現在調査中です。
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前面パネルの USB デバイスを取り外すときに 
DVD アセンブリが切断されないようにする

直接接続された USB デバイスまたは USB ケーブルを前面パネルの USB ポートから
引き抜くときに、DVD/USB コンテナアセンブリがディスクのバックプレーンから外
れてしまうことがあります。

対処方法: USB デバイスを取り外すときは、DVD アセンブリを反対側に押します。
また、DVD の動作中に USB デバイスを取り外さないでください。この問題は今後の 
DVD アセンブリの再設計によって修正される予定です。

ハードディスクドライブを挿入する際の重要な
注意事項

ハードディスクドライブを挿入する際は、レバーを 70 度以上開かないで下さい。挿
入時にレバーを 70 度以上開くと、一番右のタブが壊れるおそれがあります。誤って
タブを壊しても、外観が損なわれるだけです。完全に挿入すれば、タブが壊れてもド
ライブは正しく動作します。

システム管理の注意事項
Tools and Drivers CD 2.0 では、システムに ELOM または ILOM のいずれのシステ
ム管理ソフトウェアをインストールするか選択できるようになりました。

Sun Fire X4150 サーバーのシステム管理に関する詳細は、次のドキュメントを参照し
てください。

■ ELOM 情報: Sun Fire X4150 サーバー用の『Embedded Lights Out Manager 
Administration Guide for the Sun Fire X4150 Server (Embedded Lights Out Manager 
管理ガイド)』

■ ILOM 情報: 『Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド』

■ ELOM から ILOM への移行: 『ELOM から ILOM への移行ユーザーズガイド』

この節の注意事項は、次の 3 つのカテゴリに分かれています。

■ 「ILOM および ELOM システム管理の注意事項」(17 ページ)

■ 「ELOM システム管理の注意事項」(22 ページ)

■ 「ILOM システム管理の注意事項」(25 ページ)
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ILOM および ELOM システム管理の注意事項

この節の注意事項は、ILOM または ELOM を実行している場合に適用されます。
この節では、次の注意事項について説明します。

■ 「Tools and Drivers CD 1.0 ファームウェアを使用して暫定 ELOM に移行すると 
SP で IP 情報が保持されない」(17 ページ)

■ 「リブート時にゲートウェイアドレスが保持されないことがある」(18 ページ)

■ 「SP netmask を変更するとルーティングテーブルがフラッシュされる」(18 ページ)

■ 「一部の仮想 USB フラッシュデバイスが Solaris にマウントされない」(18 ページ)

■ 「メモリーエラーを正しく表示するには IPMITool 1.8.9.4 以降が必要」(18 ページ)

■ 「シリアルコンソールの Sun のスプラッシュ画面が表示されない」(19 ページ)

■ 「Web GUI または CLI のアップデートを保存しないと SP 設定が工場出荷時のデ
フォルトに戻ることがある」(19 ページ)

■ 「リモートの Sparc システムでサポートされる最低バージョン」(19 ページ)

■ 「Solaris リモートコンソールセッションで Java プラグインが必要」(19 ページ)

■ 「Firefox 上でリモートコンソールを起動するにはポップアップブロッカを無効化
する必要がある」(20 ページ)

■ 「Solaris でのリモートコンソールと仮想デバイス」(20 ページ)

■ 「Red Hat Enterprise Linux 5 で Java がサポートされていない」(20 ページ)

■ 「仮想メディアが USB デバイスとみなされる」(20 ページ)

■ 「ブートアップ中に仮想 CD-ROM を有効にする」(21 ページ)

■ 「リモートコンソールを使用した OS インストールでは仮想 CD-ROM のアンマウン
トと再マウントが必要」(21 ページ)

■ 「CD-ROM の再マウント中に OS がインストールが停止する」(21 ページ)

■ 「サポートされている最低限のブラウザ」(21 ページ)

■ 「各ブラウザでの Java Runtime Environment の構成」(22 ページ)

■ 「ビデオのストリーミングと KVMS Over IP」(22 ページ)

Tools and Drivers CD 1.0 ファームウェアを使用して暫定 
ELOM に移行すると SP で IP 情報が保持されない

この注意事項は、ELOM から ILOM への移行プロセスに適用されます。

Tools and Drivers CD リリース 1.0 (BIOS 1ADQW011 および SP 0.88) で提供された
ファームウェアから暫定 ELOM に移行すると、暫定 ELOM への移行後は、SP で IP 
情報が保持されません。
 Sun Fire X4150 サーバーご使用にあたって 17



対処方法

暫定 ELOM をアップデート後、シリアルコンソールで CLI にログインし、
/SP/network の IP アドレスを修正します。

修正後に ILOM への移行プロセスを続行します。

移行プロセスの詳細については、『ELOM から ILOM への移行ユーザーズガイド』を
参照してください。

リブート時にゲートウェイアドレスが保持されないことがある

SP のゲートウェイアドレスは、SP のリブート (電源の再投入) 時に保持されない場合
があります。SP の電源を再投入し (AC 電源コードを外してから、システムの電源を
入れる)、ゲートウェイアドレスが保持されるかどうかをチェックして、ゲートウェ
イアドレスが保持されることを確認してください。保持されない場合は、CLI でゲー
トウェイアドレスを設定する必要があります。

ゲートウェイアドレスが保持されない場合、ILOM アップデートの実行中、暫定 
ELOM のリブート時に SP にアクセスできない可能性があります。

SP netmask を変更するとルーティングテーブルが
フラッシュされる 

サービスプロセッサ (SP) の IP アドレスまたはネットマスクを変更する場合は、SP ネッ
トワーク構成をアップデートした後でルーティングテーブルが変更されます。したがっ
て、ゲートウェイ情報を再入力するか、SP をリセットする必要があります。

一部の仮想 USB フラッシュデバイスが Solaris に
マウントされない

一部の USB フラッシュデバイスでは、ELOM に仮想デバイスがマウントされたよう
に見えても、実際はマウントされません。

この問題は現在調査中です。

メモリーエラーを正しく表示するには IPMITool 1.8.9.4 
以降が必要

ipmitool 1.8.9.4 は、Tools and Drivers CD の utilities/ipmitool ディレクト
リから入手できます。
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シリアルコンソールの Sun のスプラッシュ画面が表示されない

コンソール出力にシリアルポートを指定してシステムをブートすると、Sun のスプ
ラッシュ画面が表示されないため、F2 キーを押すと BIOS セットアップユーティリ
ティーを起動されることを示すメッセージが表示されません。Sun のスプラッシュ画
面を無効にするには、次の手順に従います。

1. F2 キーを押して BIOS セットアップユーティリティーを開きます。

2.「Boot (ブート)」→「Boot Setting Configuration (ブート設定構成)」を選択します。

3. ブート設定を quiet boot - disable に設定します。

これにより、F2 キーを押すように指示するメッセージが表示されるようになります。

Web GUI または CLI のアップデートを保存しないと 
SP 設定が工場出荷時のデフォルトに戻ることがある

SP をサーバー管理 Web GUI または CLI からアップデートした場合は、必ず
「SaveFlag」(CLIの場合)または「Save Configuration (構成の保存)」(Web GUI の場
合) コマンドを使用してアップデートした情報を保存します。設定を保存しないと、
代わりに工場出荷時のデフォルト設定が使用されます。たとえば、SP に静的 IP アド
レスが構成されていて、その後の SP の構成に対するアップデートが保存されなかっ
た場合、SP はデフォルトの DHCP アドレスに戻ることがあります。

リモートの Sparc システムでサポートされる最低バージョン

Sparc ベースのシステムから Web GUI を実行する場合は、Solaris 10 がサポートされ
る最低バージョンです。

Solaris リモートコンソールセッションで Java プラグインが
必要

Solaris システムでリモートコンソールセッションを起動すると、avaRKVM.jnlp 
ファイルに関する選択を求めるプロンプトが表示されます。次の 2 つのオプションが
あります。

● root としてログインしている場合は、デフォルトのアプリケーションでファイルを
開くオプションを選択します。

● root 以外のユーザーとしてログインしている場合は、次の手順に従います。

1. ファイルを保存するオプションを選択します。

2. javaRKVM.jnlp ファイルがダウンロードされます。このファイルを手動で実行
します。

ダウンロードマネージャーによってこのファイルの場所が表示されます。
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3. javaRKVM.jnlp ファイルを /tmp ディレクトリに移動します。

% mv /location_of_javaRKVM.JNLP/javaRKVM.JNLP /tmp

ここで、location_of_javaRKVM.JNLP は javaRKVM.JNLP があるディレクトリです。

4. javaws アプリケーションのある場所を検索するには、端末ウィンドウで次のコマン
ドを入力します。

% which javaws

5. 端末ウィンドウで次のコマンドを実行します。

% /location_of_javaws/javaws /tmp/javaRKVM.JNLP

ここで、location_of_javaws は javaws があるディレクトリです。

例: javaws アプリケーションが /usr/bin ディレクトリから実行されている場合

% /usr/bin/javaws /tmp/javaRKVM.JNLP

このコマンドによって、リモートコンソールセッションが開きます。リモートコン
ソールウィンドウを閉じると、/tmp/javaRKVM.jnlp は削除されます。

Firefox 上でリモートコンソールを起動するにはポップアップ
ブロッカを無効化する必要がある

ELOM の Web GUI でリモートコンソールを実行しているブラウザでポップアップブ
ロッカを有効にしていると、Firefox でリモートコンソールの起動がブロックされま
す。リモートコンソールが表示されない場合は、内蔵のポップアップブロッカでブ
ロックされているかどうかを確認してください。

Solaris でのリモートコンソールと仮想デバイス

リモートコンソールシステム上で Solaris を実行している場合、仮想デバイスをマウン
トするためには root (スーパーユーザー ) としてオペレーティングシステムにログイン
します。

Red Hat Enterprise Linux 5 で Java がサポートされていない 

Red Hat Enterprise Linux 5 では Java がサポートされていません。

仮想メディアが USB デバイスとみなされる

仮想メディアは USB デバイスとみなされ、CD-ROM デバイスとして一覧に表示され
ます。この設定は、現在セットされている CD-ROM を上書きします。
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ブートアップ中に仮想 CD-ROM を有効にする

ブートアップ中に仮想 CD-ROM を有効にするには、次の手順に従います。

1. F2 キーを押して BIOS メニューに入ります。

2.「Boot (ブート)」→「CD/DVD Drives (CD/DVD ドライブ)」の順に選択します。

3. 最初のドライブに仮想 CD-ROM を選択します。

リモートコンソールを使用した OS インストールでは仮想 
CD-ROM のアンマウントと再マウントが必要

RKVMS セッションを使用してリモートでオペレーティングシステムをインストール
する場合は、CD ごとに仮想 CD-ROM のアンマウントと再マウントが必要です。仮想 
CD-ROM を取り出すと、OS によって USB デバイスが取り外されたとみなされるた
め、インストールを続行するには CD-ROM をもう一度マウントする必要があります。

CD-ROM の再マウント中に OS がインストールが停止する

オペレーティングシステムのインストール中にCD-ROM を再マウントすると、エ
ラーが発生し、OS が CD-ROM にアクセスできなくなります。この問題は今後のリ
リースで修正される予定です。

サポートされている最低限のブラウザ 

次の表に、Solaris、Linux、および Windows オペレーティングシステムが動作して
いる Sun Fire X4150 サーバーで ELOM Web GUI を実行する場合にサポートされる最
低バージョンを示します。

表 2 ブラウザのバージョン番号

Solaris X86 RHEL 32-bit RHEL 64-bit SLES 32-bit SLES 64-bit Windows

Mozilla 1.7 1.7.12 1.7.13 1.7.8 1.7.13 N/A

Firefox  1.5.0.4  1.0.7 1.5.0.4 1.5.0.4 1.5.0.4 1.5.0.4

Internet 
Explorer

N/A N/A N/A N/A N/A 6
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各ブラウザでの Java Runtime Environment の構成

ELOM の Web GUI を実行するブラウザでは、Java Runtime Environment (JRE) 5 
Update 7 が、サポートされている最低のバージョンです。Mozilla および Firefox ブ
ラウザ用の JRE 5 Update 7 をダウンロードするには、次の手順に従います。

1. 次の URL にアクセスします。

http://www.java.sun.com/

2.「Get Java Software (Java ソフトウェアをダウンロード)」ボタンをクリックします。

3. 新しく開いたウィンドウで「ダウンロード」をクリックします。

Web サイトには使用しているオペレーティングシステムに対応するプラグインオ
プションが表示されます。

4.「ダウンロードを開始」をクリックして、適切なプラグインをダウンロードします。

このサイトでは、インストール方法の参照とプラグインの検証も可能です。

ビデオのストリーミングと KVMS Over IP

ELOM SP の IP 機能を基礎とするキーボード、ビデオ、マウス、およびストレージ 
(KVMS) は、システムを管理するために作られたものです。大きなビデオ帯域幅を必
要とするアプリケーション (ビデオを見るなど) では、KVMS over IP では正常に動作
しません。

ELOM システム管理の注意事項

この節の注意事項は、ELOM に適用されます。この節では、次の注意事項について
説明します。

■ 「ELOM コンソールで SG-XPCIE SAS-R-INT-Z HBA カードのファームウェアセッ
トアップユーティリティーを使用できない」(23 ページ)

■ 「ELOM では英数字以外のパスワードを入力できない」(23 ページ)

■ 「SP をリセットするたびにローカルのクロックが設定される」(23 ページ)

■ 「IPMItool 1.8.8 が誤ったメモリー情報を返す」(24 ページ)

■ 「IPMItool コマンドを実行しても SP へのネットワーク接続を確立できないことが
ある」(24 ページ)

■ 「フロッピーのリダイレクトを使用するには CD-ROM のリダイレクトを有効にす
る必要がある」(24 ページ)

■ 「Web GUI タイムアウト機能を無効にする」(24 ページ)
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■ 「Solaris でのリモートコンソールマウスのパフォーマンス」(25 ページ)

■ 「Sun Fire X4150 システムから実行した場合に CD-ROM が正しくマウントできな
い」(25 ページ)

■ 「シリアルコンソールから Solaris のブレークコマンドを実行できない」(25 ページ)

ELOM コンソールで SG-XPCIE SAS-R-INT-Z HBA カードの
ファームウェアセットアップユーティリティーを使用できない

SG-XPCIE SAS-R-INT-Z HBA カード用のファームウェアセットアップユーティリ
ティーは、ELOM コンソールでは使用できません。

対処方法: Web GUI リモートコンソールリダイレクトユーティリティーまたはローカ
ルに接続されたキーボードとモニターセットアップを使用して、OS をインストール
して使用できるよう、ディスクを設定します。

ELOM では英数字以外のパスワードを入力できない

ELOM のパスワードは、英数字で入力する必要があります。この問題は、ファーム
ウェアの今後のリリースで解決される予定です。

SP をリセットするたびにローカルのクロックが設定される 

SP をリセットすると、システムクロックの設定は 1970/1/1 00:00 に戻ります。SP ク
ロックは、OS をブートするまでリセットされません。

対処方法

1. ELOM Web GUI にログインします。

2.「Configuration (構成)」メインタブをクリックします。

3.「Clock Setting (クロック設定)」サブメニュータブをクリックします。

4. クロック同期を実行する NTP サーバーのラジオボタンを選択します。

5. IP アドレスフィールドに NTP サーバーの IP アドレスを入力します。

6.「Submit (送信)」をクリックします。
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IPMItool 1.8.8 が誤ったメモリー情報を返す

IPMItool 1.8.8 では SPD メモリーの直接読み取りはサポートされていません。
IPMItool fru print コマンドは誤ったメモリー情報を返します。正しく動作させ
るには、最新の IPMItool ユーティリティーが必要です。サーバーのソフトウェアサ
ポートが追加されています。

IPMItool コマンドを実行しても SP へのネットワーク接続を
確立できないことがある

SP のファームウェアが破損した場合は、IPMItool コマンドを完了できないか、LAN 
セッションの接続を確立できないことがあります。

対処方法: Tools and Drivers CDにある SP アップデートユーティリティーを使用し
て、次のコマンドで SP ファームウェアを更新します。

upfw s92xxx.bin 

xxx は SP ファームウェアの現在のバージョンを表します。

注 – これにより、SP が工場出荷時の設定に戻り、ユーザーの権限やルールなど、
すべての現在の設定が削除されます。この手順を使用するときは注意してください。

フロッピーのリダイレクトを使用するには CD-ROM の
リダイレクトを有効にする必要がある

リモートコンソールでフロッピーデバイスまたはフロッピーイメージをリダイレクト
する前に、CD-ROM デバイスまたは CD-ROM イメージをリダイレクトし、フロッ
ピーをリダイレクトしている間はその状態のままにしておく必要があります。

Web GUI タイムアウト機能を無効にする

リモートインストールを実行する場合は、Web GUI タイムアウト機能を無効にする
ことをお勧めします。Web GUI タイムアウト機能を無効にするには、次の手順に従
います。

1. ELOM Web GUI にログインします。

2.「Control (制御)」タブをクリックします。

3. タイムアウトを無効に設定します。
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Solaris でのリモートコンソールマウスのパフォーマンス

Solaris 10 オペレーティングシステム上でリモートコンソールを実行していると、
マウスのパフォーマンスが低下することがあります。この問題に対処するには、
次の手順に従います。

1. ELOM Web GUI にログインし、リモートコンソールを起動します。

2. リモートコンソールウィンドウを使用して、Sun Fire X4150 システムの Solaris 端
末ウィンドウで次のコマンドを実行します。

type 'xset m 1 1'

これでマウスのパフォーマンスの問題が解決するはずです。

Sun Fire X4150 システムから実行した場合に CD-ROM が
正しくマウントできない

Solaris を実行している Sun Fire X4150 から RKVMS セッションを実行すると、仮想
デバイスをマウントできません。リモートの Solaris システムから行ってください。
この問題は現在調査中です。

シリアルコンソールから Solaris のブレークコマンドを
実行できない

ELOM シリアルコンソールから入力された Solaris ブレークコマンドは、正しく実行
されません。

対処方法: モニターを VGA ポートに接続するか、Web GUI リモートコンソールセッ
ションを開始して、ブレークコマンドを入力します。

ILOM システム管理の注意事項

この節の注意事項は、ILOM に適用されます。この節では、次の注意事項について説
明します。

■ 「CLI モードでのセットアップユーティリティーエラー」(26 ページ)

■ 「Web インターフェイスのタイムアウト時間を選択する」(26 ページ)

■ 「ホスト OS に従ってマウスのモード設定を選択する」(26 ページ)

■ 「ローカルマウスとホストマウスの間で操作を切り替える」(26 ページ)
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CLI モードでのセットアップユーティリティーエラー

StorageTek SAS コントローラセットアップユーティリティーを CLI モードで使用す
ると、初期メニューが表示されますが、"5;00H" が連続してスクロールされるため、
メニューはスクロールされて見えなくなります。

この問題は調査中で、将来解決される予定です。

Web インターフェイスのタイムアウト時間を選択する

リモートインストールを実行する際は、Web インターフェイスのタイムアウト時間
を選択することをお勧めします。Web インターフェイスのタイムアウト時間を選択
するには、次の手順に従います。

1. ILOM Web インターフェイスにログインします。

2.「System Information (システム情報)」タブ、「Session Time-Out (セッションタ
イムアウト)」タブの順にクリックします。

3. 15 分、30 分、1 時間、3 時間のいずれかにタイムアウトを設定します。

4.「Apply (適用)」をクリックします。

ホスト OS に従ってマウスのモード設定を選択する

ローカルマウスで ILOM Web インターフェイスを介してリモートでホストを操作す
るには、ホスト OS に合った正しいマウスのモードを選択する必要があります。

1. 次のうちから、適切なマウスのモードを選択します。

■ お使いのホストで Windows OS または Solaris が動作している場合は、「絶対」
のマウスモード を選択します。

■ Linux OS の場合は「相対」のマウスモードを選択します。

2. この変更内容を適用するには、SP をリセットします。

ローカルマウスとホストマウスの間で操作を切り替える

ローカルマウスとホストマウスの間で操作を切り替えるには、「Alt +M」キーを押し
ます。
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診断に関する注意事項
この節では、次のトピックについて説明します。

■ 「SunVTS の注意事項」(27 ページ)

■ 「PC-Check の注意事項」(27 ページ)

SunVTS の注意事項

次の注意事項は、SunVTS 診断ソフトウェアに適用されます。

SunVTS 7.0 ps2 でネットワークループバックテストが
サポートされない

Solaris では ESB-2 NIC ループバック操作をサポートしていないため、X4150 プラッ
トフォームでネットワークのテストを行っても失敗します。

この問題は、SunVTS 7.0 の今後のバージョンで修正される予定です。

PC-Check の注意事項

次の注意事項は、Pc-Check 診断ソフトウェアに適用されます。

この節では、次の注意事項について説明します。

■ 「Pc-Check が RAID デバイスを識別できない」(28 ページ)

■ 「キーボードの LED のテスト中に Pc-Check がハングする」(28 ページ)

■ 「シリアルポートのテストでエラーが発生する」(28 ページ)

■ 「APM メニューでスタンバイ電源を選択すると回復できない」(28 ページ)

■ 「USB コントローラのテストを実行した後キーボード入力できなくなる」(28 ページ)

■ 「割り込みコントローラのテストの後システムがハングする」(29 ページ)

■ 「毎回ライセンス条項に同意する必要がある」(29 ページ)
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Pc-Check が RAID デバイスを識別できない

BIOS で RAID 1 デバイスを作成した場合、そのデバイスは Pc-Check 診断ソフト
ウェアで RAID デバイスとして識別されません。ただし、Pc-Check では、すべての 
HDD テストを実行することが可能です。

キーボードの LED のテスト中に Pc-Check が
ハングする

キーボードの LED のテストを行うためのテキストは、診断スクリプトに含まれてい
ません。このテストは手動でのみ実行できます。この問題は現在調査中です。問題が
修正されるまではこのテストを決して実行しないでください。

シリアルポートのテストでエラーが発生する

この問題は現在調査中です。問題が修正されるまではこのテストを決して実行しない
でください。

APM メニューでスタンバイ電源を選択すると
回復できない

この問題は現在調査中です。問題が修正されるまではこのテストを決して実行しない
でください。

USB コントローラのテストを実行した後
キーボード入力できなくなる

この問題は現在調査中です。問題が修正されるまではこのテストを決して実行しない
でください。
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割り込みコントローラのテストの後システムが
ハングする
この問題は現在調査中です。問題が修正されるまではこのテストを決して実行しない
でください。

毎回ライセンス条項に同意する必要がある
この問題は現在調査中です。

Sun Installation Assistant の注意事項
サーバーに OS をインストールするための Sun Installation Assistant (SIA) の使用に
関しては、次のような注意事項があります。

■ 「SIA を使用して NFS 共有または FTP 共有から Windows 2003 をインストールで
きない」(29 ページ)

■ 「SIA を使用して Linux をインストールした後、モニタの解像度をリセットする必
要がある」(30 ページ)

■ 「Sun Installation Assistant で RHELv5.1 64 ビット用ネットワークドライバが使用
できない」(30 ページ)

SIA を使用して NFS 共有または FTP 共有から 
Windows 2003 をインストールできない
SIA では、Windows 2003 を NFS 共有または FTP 共有からインストールすることは
できません。

この問題は、SIA の今後のリリースで修正される予定です。

SIA での Windows 起動ディスクの選択
SIA に表示される Windows 起動ディスク選択用のディスク一覧 (CD キーなどのその
他の Windows 情報を入力するコントロール) は独特な方法で表示されるため、「C:」
などの表示に慣れた Windows ユーザーには「LUN」などの表示が理解しにくいこと
があります。このため Sun では、SIA に表示されるディスク情報の説明を文書化す
る必要があると考えています。また、ユーザーが BIOS で設定されたデフォルトの 
HDD ブートデバイスであるディスクを選択することが不可欠であることにも注意が
必要です。
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SIA を使用して Linux をインストールした後、
モニタの解像度をリセットする必要がある

SIA を使用して Linux をインストールした場合、ほとんどの場合、OS のインストー
ルが完了した後に実行されるファーストタイムブートの構成中に、モニタの解像度を
リセットする必要があります。

モニタの解像度をリセットするには、次の手順に従います。

1. モニタの種類 (メーカーやモデル) を構成します。

2. 正しいモニタ解像度を設定します。

Sun Installation Assistant で RHELv5.1 64 ビット
用ネットワークドライバが使用できない 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) v. 5.1 (64 ビット) のインストールおよび構成後、
ネットワークデバイスは予測どおりにマッピングされますが、インターフェイスが機
能しません。

この問題は、次の構成が原因で発生します。

■ ネットワークケーブルがすべての NIC に接続されていない。

すべての NIC にネットワークケーブルが接続されていれば、この問題は発生しま
せん。

■ ユーザーが、ブート時にすべての NIC をアクティブにするように選択している。

ネットワークケーブルが接続されている NIC のみをアクティブにするように選択
すれば、この問題は発生しません。

■ ユーザーが、すべての NIC に静的 IP アドレスを構成している。

DHCP を選択していれば、この問題は発生しません。

■ ユーザーが、すべての NIC に同じネットワークまたはゲートウェイを構成している

異なる NIC に異なるネットワークを構成していれば、この問題は発生しません。
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対処方法

インストールしたシステムのブート後に、次の操作を行います。

1. root としてログインします。

2. すべてのインターフェイスに対して ifdown コマンドを入力します。

ifdown eth0

ifdown eth1

ifdown eth2

ifdown eth3

3. ネットワークケーブルが接続されているインターフェイスに対して ifup コマン
ドを入力します。

例:
ifup eth0

このとき、ネットワークは起動し、作動中であるべきです。

4. リブート中もこの構成を保持するためには、次の手順に従って、ネットワーク
ケーブルが接続されたインターフェイスのみがブート時にアクティブになるよう
にします。

a. network-scripts ディレクトリへ移動します。

cd /etc/sysconfig/network-scripts 

b. 使用していない NIC については、cfg-eth[1...n] ファイルを変更し、
ONBOOT=yes の行を ONBOOT=no に変更します。

注 – ネットワークケーブルが接続された NIC で、ONBOOT=yes 設定を保持します。
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Solaris に関する注意事項
この節では、Solaris 10 オペレーティングシステムが動作している Sun Fire X4150 
サーバーを対象とする注意事項について説明します。

この節では、次の注意事項について説明します。

■ 「設置済みの 5200/5400 Xeon プロセッサで Solaris 10 8/07 の初期インストールを
実行する」(32 ページ)

■ 「2 つ以上の HDD がある場合 Solaris 10 11/06 OS システムでリブート中にカーネ
ルのパニックが発生することがある」(34 ページ)

■ 「プリインストールされた Solaris 10 に関する注意事項」(34 ページ)

■ 「Telnet の脆弱性」(34 ページ)

■ 「Solaris Xserver と NIC のインタフェース」(35 ページ)

■ 「Solaris OS のインストール後に一部の KVM スイッチが同期しなくなる」
(35 ページ)

設置済みの 5200/5400 Xeon プロセッサで 
Solaris 10 8/07 の初期インストールを実行する

5200 または 5400 Xeon プロセッサが搭載されたサーバーで Solaris 10 8/07 を使用す
るには、OS のブートに 125370-06 および 127112-05 の2 つのパッチが必要です。
125370-06 および 127112-05 は最低限必要なリビジョンですが、これらのパッチの最
新のリビジョンを適用することをお勧めします。

注 – 125370 では追加パッチ 118344-14 123840-04 (またはそれ以降) が必要で、127112 
では追加パッチ 118344-14、118855-36、118919-21、120012-14、123840-04、125370-06 
(またはそれ以降) が必要です。

OS をインストール後、必要なパッチを適用するまでシステムは Solaris で正常にブー
トできなくなります。パッチをインストールするには、システムを通常の 64 ビット
モードの代わりに 32 ビットモードでブートする必要があります。
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次の手順に従って 32 ビットモードでブートし、パッチを適用します。

1. Solaris OS をインストール後、システムを通常どおりリセットし、Solaris 
CD/DVD を取り出し (挿入されている場合)、GRUB メニューが表示されるまで待
ちます。

2. GRUB メニューで、メニューがタイムアウトになって新しくインストールしたオ
ペレーティングシステムが自動的にブートされる前に、矢印キーを使用して 
Solaris 10 8/07 s10x_u4wos_12b X86 エントリをハイライトし、E キーを
押してブートコマンドを編集します。

2 つのオプションが含まれた 2 番目のメニューが表示されます。

3. kernel /platform/i86pc/multiboot が含まれた行をハイライトし、もう一
度 E キーを押してエントリを編集します。

これで、ブートコマンドを編集できるようになります。

4. kernel/unix を次のように行の最後に追加します。

grub edit> kernel /platform/i86pc/multiboot kernel/unix

5. Enter キーを押し、編集したコマンドをハイライトし、B キーを押して Solaris 32 
ビットモードでブートします。

6. Solaris のブートが終了したら、ログインし、http://sunsolve.sun.com/ か
ら最新の 125370 および 127112 パッチをシステムにダウンロードします。

7. これでカーネルパッチがシングルユーザーモードにインストールされるので、シ
ステムを停止し、上と同じ手順を実行して GRUB ブートコマンドを実行します
が、今回は行を次のように編集します。

grub edit> kernel /platform/i86pc/multiboot kernel/unix -s

8. これにより、システムは 32 ビットシングルユーザーモードでブートされます。

ルートパスワードの入力を求めるプロンプトが表示され、シェルプロンプトが表
示されます。

9. パッチには依存関係があるため、プロンプトで次のコマンドをこのとおりの順序
で実行してパッチを追加します。

a. patchadd 125370-xx

b. patchadd 127112-xx

xx は各パッチの最新バージョンを表します。

10. パッチのインストールが終了したら、サーバーをリブートします。

これで、システムは通常どおり 64 ビット Solaris でブートできるようになります。

Solaris 10 5/08 リリースでは、必要なパッチが統合されているため、これらの手順は
不要になります。
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2 つ以上の HDD がある場合 Solaris 10 11/06 OS 
システムでリブート中にカーネルのパニックが発
生することがある
2 つ以上のハードディスクドライブがある Sun Fire X4150 サーバーで Solaris 10 
11/06 OS が動作している場合に、このエラーが発生することがあります。

Panic cannot mount root path. (パニックのためルートパスをマウントできません)

Skipping System dump, no dump device configured (システムダンプをスキッ
プしています。ダンプデバイスが構成されていません)

rebooting..... (リブートしています)

これは既知の問題です。バグ CR 6584147 は解決に向けて作業中です。

対処方法: システムをリブートすると、このエラーがクリアされます。

まれにリブートでエラーが解消されない場合があります。その場合は、シングルユー
ザーモードでブートしてエラーをクリアし、正しくブートされたらシステムをリブー
トします。この手順でもエラーをクリアできない場合は、電源をオフにして、システ
ムをフェールセーフモードでブートします。フェールセーフモードで起動すると、リ
ブート時にエラーがクリアされるはずです。

プリインストールされた Solaris 10 に関する
注意事項
Solaris 10 11/06 OS が動作している Sun Fire X4150 サーバーには、Sun StorageTek 
の SAS コントローラをサポートするためのパッチが多数含まれています。プリイン
ストールされたイメージが HD0 から削除されている場合は、Sun Fire X4150 サー
バーに付属の Solaris リカバリ DVD を使用して、オペレーティングシステムを再イン
ストールする必要があります。これは、お使いのコントローラおよびハードディスク
ドライブに対応するサポートをインストールするためです。この問題は Solaris 10 
8/07 OS リリースで解決される予定です。

Telnet の脆弱性
Solaris 10 6/06 および 11/06 のディストリビューションには telnet の脆弱性の問題が
あります。in.telnetd (1M) デーモンは許可されていないリモートユーザーに Solaris 
へのアクセスを許可することがあります。Tools and Drivers CD v2.0 にパッチが収録
されています。パッチ 120069-02 が Solaris 10 6/06 および 11/06 の telnet の脆弱性
の問題に対応しています。すべての Solaris 10 6/06 および 11/06 のディストリ
ビューションで、このパッチを手動で適用するか、install.sh スクリプトを実行
してください。詳細については、Sun セキュリティアラート 102802 を参照してくだ
さい。このパッチは Solaris のプリインストールイメージに組み込まれる予定です。
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Solaris Xserver と NIC のインタフェース

Solaris Xserver を起動するには、構成したすべてのネットワークインタフェースカー
ド (NIC) をネットワークに接続します。NIC が構成されていない場合、接続する必
要はありません。

Solaris OS のインストール後に一部の KVM 
スイッチが同期しなくなる

KVM スイッチを接続したシステムに Solaris 10 6/06 をインストールする際、
xserver を起動して オペレーティングシステムにログインするとモニターが同期しな
くなることがあります。

考えられる対処方法

● Solaris OS をテキストモードでインストールし、次の手順に従います。

a. Tools and Drivers CD から install.sh スクリプトを実行します。

b. サーバーをリブートします。

install.sh を実行すると最新の AST2000 VGA ドライバがインストールされるため、
問題が解決されます。Solaris で install.sh スクリプトを実行するための詳細な
手順は、『Sun Fire X4150 サーバーオペレーティングシステムインストールガイ
ド』(820-3472) を参照してください。

● ELOM Web GUI で KVMS Over IP を使用します。

KVMS Over IP の詳細については、『Embedded Lights Out Manager 管理ガイド』
(819-6588) を参照してください。

● GUI モードで Solaris をインストールし、次の手順に従います。

a. フェールセーフブートを実行するか、起動前に Xserver を無効にします。

b. Tools and Drivers CD から install.sh スクリプトを実行します。

Solaris で install.sh スクリプトを実行するための詳細な手順は、『Sun Fire 
X4150 サーバーオペレーティングシステムインストールガイド』(820-3472) を
参照してください。
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Linux に関する注意事項
次の注意事項は、サポートされている Red Hat または SUSE Linux オペレーティング
システムが動作している Sun Fire X4150 サーバーに適用されます。

■ 「キーストロークの自動反復」(36 ページ)
■ 「仮想 USB ドライブを RHEL5 にマウントする方法」(36 ページ)

キーストロークの自動反復 
Sun Fire X4150 サーバー上で Linux オペレーティングシステムが動作しているときに
文字を入力すると、キーストロークが自動反復します。次の対処方法を使用するか、
Red Hat のアップデートされたカーネルをインストールします。次の URL の RHSA-
2006:0710-7 を参照してください。

http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2006-0710.html

対処方法

1. デスクトップメニューから「Preferences (設定)」→「Keyboard (キーボード)」の
順に選択します。

2.「Keyboard repeats when key is held down (キーを押したら反復入力する)」の
チェックを解除します。

仮想 USB ドライブを RHEL5 にマウントする方法

1. ファイル /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/20-
storagemethods-fdii を編集します。

2. 次のコマンドの前にある文字列「<match key="volume.fsusage" string=
"filesystem">」を探します。

<append key="volume.mount.valid_options" type=
"strlist">codepage=</append>
<append key="volume.mount.valid_options" type=
"strlist">iocharset=</append>
<append key="volume.mount.valid_options" type="strlist">umask=
</append>
<append key="volume.mount.valid_options" type="strlist">uid=
</append>
</match>
</match>
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3. 手順 2 で示したコマンドの下に次の行を入力します。

<!-- Added for the issue that virtual ISO image can’t be 

shown -->
<!-- as an icon when this virtual device is inserted to REHL5 
system -->

<match key="@block.storage_device:storage.vendor" string=
"Virtual">
<match key="@block.storage_device:storage.model" string=
"DVD/CD-ROM">
<match key="info.category" string="volume">
<match key="block.is_volume" bool="true">
<match key="volume.fsusage" string="">
<merge key="volume.fsusage" type="string">filesystem</merge>
<merge key="volume.fstype" type="string">iso9660</merge>
</match>
</match>
</match>
</match>
</match>

4. システムをリブートします。

Windows 2003 Server の注意事項
次の注意事項は、サポートされる Windows 2003 Server オペレーティングシステム
が動作している Sun Fire X4150 サーバーに対して適用されます。

■ 「出荷時にインストールされている Windows Server 2003 R2 オペレーティングシ
ステムの初期セットアップ」(38 ページ)

■ 「Windows Server 2003 オペレーティングシステムのリカバリ」(38 ページ)

■ 「Intel PROSET Teaming Utility のインストール方法を示すドキュメントの訂正」
(38 ページ)
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出荷時にインストールされている Windows 
Server 2003 R2 オペレーティングシステムの
初期セットアップ

出荷時に Windows Server 2003 R2 オペレーティングシステムがインストールされて
いるサーバーには、『Getting Started Guide (ご使用の手引き)』が入っています。この
ガイドをお読みになってから、Windows Server 2003 R2 オペレーティングシステム
の初期セットアップを実行してください。初期セットアップの手順については、

『Sun x64 Servers Windows 2003 R2 Preinstall リリース Notes (Sun x64 Servers 
Windows 2003 R2 プリインストールに関するリリースノート)』を参照してください。

Windows Server 2003 オペレーティングシステム
のリカバリ

出荷時にインストールされているデフォルトの Windows オペレーティングシステムを
復旧する必要がある場合は、オプションのリカバリメディアキットやオンラインで入
手可能な『Sun x64 Servers Windows Server 2003 R2 Recovery Installation Guide (Sun 
x64 Servers Windows Server 2003 R2 リカバリインストールガイド)』の指示に従って
ください。リカバリメディアキットをお持ちでない場合は、サポート担当者にお問い
合わせください。

Intel PROSET Teaming Utility のインストール
方法を示すドキュメントの訂正

『Sun Fire X4150 サーバーオペレーティングシステムインストールガイド』(820-3472) 
には、Windows 2003 Server に NIC Teaming ドライバをインストールする方法が述
べられていますが、この説明は正しくありません。NIC Teaming ソフトウェアを正
しくインストールするには、次の手順に従ってください。

1. Tools and Drivers CD バージョン 1.1 から、任意の方法で Ethernet ドライバを
インストールします。

a. 自動実行 — Tools and Drivers CD を挿入し、「Autorun (自動実行)」メニュー
から「Install/Update drivers and optional packages (ドライバと
オプションパッケージをインストール/更新する)」を選択します。

b. 手動 — Ethernet のプロパティを開き、デバイスマネージャを使用して手動で
ドライバを更新します。

2. Ethernet カードがインストールされ、IP アドレスが割り当てられたら、Proset 
インストーラを実行します。
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3. このインストーラは、Tools and Drivers CD (バージョン 1.1 以降) の次の場所に
あります。

drivers\windows\IntelNic\2003\PROSET\2003_xx

xx が 32 または 64 ビットの場合は、PROSETDX.msi インストーラを使用します。

4. 画面の指示に従って操作し、表示されるオプションのリストから「Advanced 
Network Features (詳細なネットワーク機能)」を選択します。

5. PROSET Teaming オプションを使用するには、デバイスマネージャで「Ethernet 
カード」を選択し、「プロパティ」を選択します。

6.「Teaming」および「VLAN」という新しいタブがインストールされます。

VMware の注意事項

ESX 3.5 を実行している仮想マシンが ILOM への移行後ハング
することがある

複数の仮想マシン (VM) が起動および機能するようにインストールした ESX 3.5 で
は、ELOM から ILOM への移行後、次の問題が発生する可能性があります。

VM のシャットダウンおよび ILOM へのアップグレード後、ESX ホストをブートす
ると、VM が起動プロセスの 95 % でハングし、黄色い感嘆符アイコンが表示されま
す。VI の「Summary (概要)」タブに、次のメッセージが表示されます。

●「KEEP (維持する)」を選択します。

これで、仮想マシンは同じ ID で正常に起動し、適切に動作します。

msg.uuid.moved:The location of this virtual machine's 
configuration file has changed since it was last powered on.
If the virtual machine has been copied, you should create a new 
unique indentifier (UUID).If it has been moved, you should keep 
its old identifier.
If you are not sure, create a new identifier.
What do you want to do?
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LSI 3081E ホストバスアダプタに関する
注意事項
次の注意事項は、LSI 3081E HBA が搭載されている Sun Fire X4150 サーバーに適用
されます。

■ 「ミラー構成へのアップグレードに HDD 容量が必要」(40 ページ)
■ 「データのマージをサポートする唯一のアップグレードパス」(40 ページ)
■ 「RAID 構成を同期モードにするとサーバーがハングすることがある」(40 ページ)

ミラー構成へのアップグレードに HDD 容量が
必要

ミラー構成にアップグレードする場合は、ハードディスクの終わりにパーティション
分けされていない 100M バイト の空き容量が必要です。

データのマージをサポートする唯一のアップグ
レードパス

データのマージをサポートする唯一のアップグレードパスは、シングルディスクから
ミラー構成へのアップグレードのみです。これはカードの制限です。シングルディス
クから IMe (統合ミラー拡張) または IMS (統合ミラーストライプ) にアップグレード
する場合は、オペレーティングシステムとそのデータが失われ、再インストールかシ
ステムの回復が必要になります。

RAID 構成を同期モードにするとサーバーが
ハングすることがある

ディスクの RAID 設定を同期モードにすると、リブートしたときにサーバーがハング
することがあります。このハングによって、ディスクの RAID 構成が失われます。同
期処理中にリブートしないでください。この問題は現在調査中です。
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StorageTek SAS コントローラに関する
注意事項
次の注意事項は、Sun StorageTek SAS コントローラが搭載されている Sun Fire 
X4150 サーバーに適用されます。

■ 「OS でアクセスする前に StorageTek BIOS セットアップユーティリティーを使用
してドライブを初期化してアレイを作成する」(41 ページ)

■ 「Red Hat Linux 5 に StorageTek 管理ソフトウェアをインストールする前に RPM を
インストールする」(41 ページ)

OS でアクセスする前に StorageTek BIOS セット
アップユーティリティーを使用してドライブを
初期化してアレイを作成する

StorageTek SAS コントローラに接続されたディスクをオペレーティングシステムで
使用するには、まず StorageTek BIOS セットアップユーティリティーを使用してドラ
イブを初期化し、アレイを作成します。StorageTek BIOS セットアップユーティリ
ティーにアクセスするには、サーバーの POST 中に CTRL-A キーを押します。

Red Hat Linux 5 に StorageTek 管理ソフトウェアを
インストールする前に RPM をインストールする

Red Hat Linux 5 に StorageTek 管理ソフトウェアをインストールするには、まず rpm を
インストールする必要があります。これは、Red Hat Linux 5 で Java がサポートされ
ていないためです。お使いのオペレーティングシステムに対応する rpm を使用してく
ださい。

■ 32 ビット OS の場合: xorg-x11-deprecated-libs-6.8.1-23.i386.rpm
■ 64 ビット OS の場合: xorg-x11-deprecated-libs-6.8.1-23.EL.x86_64.rpm

これらは、Tools and Drivers CD の \drivers\linux\RAID\StorageTEK\MGMT\
バージョンフォルダに収録されています。適切な rpm ファイルを Red Hat 5 システ
ムにコピーして、rpm –install コマンドを実行します。
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Sun 10G ネットワークアダプタの
注意事項
次の注意事項は、Sun 10G ネットワークアダプタが搭載されている Sun Fire X4150 
サーバーに適用されます。

■ 「Sun 10G ネットワークアダプタで、ファームウェアのバージョン 3.12 への更新が
必要になる」(42 ページ)

Sun 10G ネットワークアダプタで、ファームウェ
アのバージョン 3.12 への更新が必要になる 
Sun Fire X4150 で正しく動作するために、Sun 10G ネットワークアダプタで、ファー
ムウェアのバージョン 3.12 以降へのアップデートが必要となる場合があります。この
ファームウェアの更新へのリンクは次のとおりです。

http://www.sun.com:80/download/products.xml?id=45a593ce

ドキュメントの注意事項
次の注意事項は、Sun Fire X4150 サーバー関連のドキュメントに適用されます。

■ 「オペレーティングシステムインストールガイド記載の Tools and Drivers CD 1.3.1 
CD のアップデート」(43 ページ)

■ 「サービスマニュアルに記載された電源 LED の図が間違っている」(45 ページ)

■ 「サービスマニュアルに記載された Jumper の説明が間違っている」(45 ページ)

■ 「オペレーティングシステムインストールガイドの USB フロッピードライブの記
述についての注意」(46 ページ)
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オペレーティングシステムインストールガイド
記載の Tools and Drivers CD 1.3.1 CD のアップ
デート

次の注意事項は、Tools and Drivers CD 1.3.1 の BIOS 025 に固有のものです。古い 
BIOS を使用している場合は、『Sun Fire X4150 サーバーオペレーティングシステムイン
ストールガイド』に記載された Solaris 10 のインストール時のシリアルリダイレクト
に関する手順を実行する必要があります。

ELOM では、TTYB/COM2 という古い方法 (1.3.1 Tools and Drivers CD より以前) に
代わって TTYA/COM1 のデフォルトのシリアルリダイレクトをサポートするように
なりました。

これにより、Solaris PreInstall および Jumpstart では、シリアルコンソールからのイン
ストールのためにカーネルミニルートを編集する必要がなくなりました。

『Sun Fire X4150 サーバーオペレーティングシステムインストールガイド』(820-3472) 
の次の箇所に注意してください。

■ OS のインストール方法 (17 ページ)

Tools and Drivers 1.2 (BIOS 020) 以前のファームウェアが搭載されたシステムの場合
は、ドキュメントに記載された現在の OS のインストール方法を使用してください。

Tools and Drivers CD 1.3.1 (BIOS 025) 以降のファームウェアが搭載されたシステ
ムの場合は、Solaris のインストール方法について表 3 を参照してください。
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■ 付録 A: Solaris 出力のシリアルポートへのリダイレクト (51 ページ) 

この節に記載された手順は、デフォルトのシリアルリダイレクト設定が 
TTYB/COM2 であるため、Sun Fire X4150 サーバーファームウェア 1.2 以前にの
み適用されます。

Tools and Driver リリース 1.3 以降では、デフォルトのシリアルポートは 
TTYA/COM1 (Solaris のデフォルト) に設定されているため、この節に記載された
手順は必要ありません。

表 3 インストール方法

方法 説明 指示書

DVD メディア
または CD-
ROM メディア
からインストー
ルします。

DVD または CD-ROM にある 
Solaris のインストールプログラム
を使用して、表示される手順に
従って 1 台のサーバーにインス
トールします。

次の場所にある『Solaris 10 インス
トールガイド (基本編)』の x86 イン
ストールの手順に従ってください。 
http://docs.sun.com/app/do
cs/doc/817-0544

PXE を使用して
ネットワークか
らインストール
します。

リモートの DVD イメージまたは 
CD イメージからネットワーク経由
で Solaris OS をインストールする
場合、または JumpStart によりイン
ストール処理を自動化し、複数の
システムにインストールする場合
は、PXE インストールを実行する
必要があります。

PXE を使用してネットワーク経由
でブートするには、インストール
サーバーと DHCP サーバーをセッ
トアップし、ネットワークから
ブートする各サーバーで BIOS を構
成する必要があります。

次の場所にある『Solaris 10 インス
トールガイド (ネットワークイン
ストール)』の x86 PXE インストー
ルの手順に従ってください。 
http://docs.sun.com/app/do
cs/doc/817-5504

プリインストー
ルイメージから
ブートします。

構成によっては、Solaris OS のイ
メージがハードドライブにプリイン
ストールされている場合があります。

Sun Fire X4150 サーバー設置マ
ニュアル 

シリアルコン
ソールからイン
ストールします。

PXE ベースのネットワークインス
トールでシリアルコンソールを使
用して Solaris OS をインストール
します。

次の場所にある『Solaris 10 インス
トールガイド (ネットワークイン
ストール)』の x86 PXE インストー
ルの手順に従ってください。 
http://docs.sun.com/app/do
cs/doc/817-5504

ディスクレス
ブートを実行し
ます。

ハードドライブを使用せずに、
サーバーで Solaris OS をブートし
ます。この方法は、PXE ベースの
ネットワークインストールで使用
します。

次の場所にある『Solaris 10 インス
トールガイド (ネットワークイン
ストール)』の x86 PXE インストー
ルの手順に従ってください。 
http://docs.sun.com/app/do
cs/doc/817-5504
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サービスマニュアルに記載された電源 LED の
図が間違っている

『Sun Fire X4150 Server Service Manual (Sun Fire X4150 サーバーサービスマニュアル)』
(820-1852-10) に記載されたシステムの電源用 LED の説明および図は間違っています。

PDF 版マニュアルの 3-14 ページの図 3-8 には電源の画像が掲載されていますが、
LED の横のアイコンは間違っています。この画像の下にある各部の説明も間違って
います。

LED の正しい順序および LED の機能については、次の表を参照してください。

この問題は、サービスマニュアルの将来のバージョンで訂正される予定です。

サービスマニュアルに記載された Jumper の
説明が間違っている

『Sun Fire X4150 Server Service Manual (Sun Fire X4150 サーバーサービスマニュアル)』
(820-1852-10) に記載されたジャンパを使用した BIOS パスワードのリセット手順は間
違っています。

4-31 ～ 4-33 ページでは、ジャンパ J33 を使用して CMOS NVRAM をリセットし、
BIOS パスワードを変更しています。これは間違いです。

CMOS NVRAM および BIOS パスワードのリセットに使用する正しいジャンパは J23 
です。このジャンパは、PCIe ライザー 0 の下にある CR 2032 バッテリーの近くにあ
ります。

この点以外は手順に問題はありません。J23 ジャンパを使用して操作を実行してくだ
さい。

各部の説明

説明 LED 記号 色 意味

1 DC あり 緑色 DC 電力を使用できます。

2 保守要求 オレンジ色 電源に障害があります。システムによって
電源障害が検出されると、前面および背面
パネルの保守要求 LED も点灯します。

3 AC あり 緑色 電源が投入されており、システムの電源
状態に関係なく AC 電源を使用できます。~AC
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オペレーティングシステムインストールガイドの 
USB フロッピードライブの記述についての注意

『Sun Fire X4150 サーバーオペレーティングシステムインストールガイド』(820-3472) 
の第 5 章で、Sun StorageTek ドライバディスケットを使用した Windows Server 
2003 のインストール時に、32 ビットまたは 64 ビット Windows Server 2003 での外
部 USB フロッピードライブの使用許可が必要であると記載されていることに注意し
てください。

修正済みの問題
次の問題は、指定された Tools and Drivers CD リリースでは修正されています。

「Tools and Drivers CD バージョン 1.3.1 で修正された問題」(46 ページ)

Tools and Drivers CD バージョン 1.3.1 で
修正された問題
次の問題は、Tools and Drivers CD バージョン 1.3.1 のリリースで修正されます。

次の問題を訂正するには、次のサイトから Tools and Drivers CD バージョン 1.3.1 を
ダウンロードしてください。

http://www.sun.com/servers/x64/x4150/downloads.jsp

BMC 4.0.08 が搭載されたサービスプロセッサ SEL のファンを
手動で取り外す場合のログエントリの構文が間違っている

サーバーからファンを取り外すと、SEL はファンが存在していることを示すイベントを
ログに記録します。

SG-PCIESAS-R-INT-Z HBA ファームウェアリリースの
温度のしきい値が低すぎる

以前の SG-PCIESAS-R-INT-Z HBA ファームウェアリリースでは、HBA ファーム
ウェアの温度のしきい値の設定が低すぎました。これにより、StorMan アプリケー
ションでオーバーヒートが誤って報告されることがあります。

オーバーヒートが誤って報告された場合は、HBA ファームウェアを最新バージョン
にアップデートしてください。
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