
Sun Fire X4500 サーバーの Windows および Linux オペ
レーティングシステムに関する補足ドキュメント
この補足ドキュメントでは、Sun Fire™ X4500 サーバーに Windows Server 2003 オペレーティングシステムおよ
び Linux オペレーティングシステムをインストールするときの注意事項を説明します。

Windows と Linux のインストールに関する重要事項
ここでは、Sun Fire X4500 サーバーに Windows や Linux をインストールするときの注意事項を説明します。

n Sun Installation Assistant CD（Linux 用）と、ツールとドライバの CD（Windows と Linux 用）がない場合
は、次のサイトからダウンロードしてください。

http://www.sun.com/servers/x64/x4500/ 

n インストール処理を始める前に、次の情報をお読みください。

Windows のインストールについて
n サーバーに物理的に接続した USB フロッピーディスクドライブを使って大容量記憶装置ドライバを取得する

場合は、必ずフロッピーディスクドライブを背面上部の USB ポートに接続して A: ドライブとして認識され
るようにしてください。

n Solaris OS がインストールされている場合は、Windows のインストーラによりディスクドライブが正しく表
示されないこともあります。ブートドライブを正しく選択するには、ドライブの選択ダイアログで Enter 
キーを押します。

上向き矢印キーや下向き矢印キーを押してドライブのリストをスクロールしても、ブートドライブは表示され
ません。方向キーを押してしまうと、正しいブートドライブを選択できなくなるので Windows のインストー
ルをもう一度最初からやり直してください。

n 構成は、48 ディスクシステムしかサポートされていません。システムに 48 個のドライブがあると、Windows 
でのドライブ番号は物理的なドライブ番号と異なります。たとえば、Windows のブートドライブの番号は 24 
ですが、該当する物理ドライブの番号は 0 です。

Windows オペレーティングシステムのインストール方法については、『Sun Fire X4500 サーバーの Windows オ
ペレーティングシステムインストールガイド』（820-1159）を参照してください。

Linux のインストールについて
n 構成は、48 ディスクシステムしかサポートされていません。ブートデバイスのノードは、スロット 0 の 

/dev/sdy と、スロット 1 の /dev/sdac です。オペレーティングシステムは、これらのデバイスノードの
いずれか 1 つにインストールする必要があります。



n オペレーティングシステムをインストールするには、PXE を使ったネットワークインストールまたは Sun 
Installation Assistant（SIA）ソフトウェアによるインストールを実行する必要があります。ただし、USB 
CD-ROM からオペレーティングシステムをインストールする場合は、SIA ソフトウェアを使ってください。

n インストールには、RedHat Enterprise Linux U4 64 ビット版に付属しているものではなく、Sun が提供する
ツールとドライバのソフトウェアを使用することをお勧めします。

Linux オペレーティングシステムのインストール方法については、『Sun Fire X4500 サーバーのオペレーティング
システムインストールガイド』（820-1154）を参照してください。

Sun Fire X4500 サーバー製品アップデートのダウンロード
製品アップデートについては、次の URL を参照し、該当する製品のページに移動してください。

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

Sun テクニカルサポートの連絡先
本製品に関して、ドキュメントに記載されていないテクニカルなご質問がある場合は、次のサイトをご利用ください。

http://www.sun.com/service/contacting

コメントをお寄せください
Sun 社は、ドキュメントの改善を常に心がけており、皆様のコメントや提案を歓迎いたします。コメントは次のサイト
を通してお送りください。

http://www.sun.com/hwdocs/feedback
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