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Sun Fire X4450 サーバー
ご使用にあたって

本書では、Sun Fire X4450 サーバーのリリース 2.0 に関する最新情報と注意事項を説
明します。

注 – 本書の英語版には、翻訳版より新しい情報が記載されていることがあります。

本書で説明する注意事項は次のとおりです。

■ 「ソフトウェア情報」(2 ページ)

■ 「重要な注意事項」(5 ページ)

■ 「診断の注意事項」(8 ページ)

■ 「ハードウェアと BIOS の注意事項」(9 ページ)

■ 「システム管理の注意事項」(16 ページ)

■ 「Sun Installation Assistant の注意事項」(21 ページ)

■ 「Solaris オペレーティングシステムの問題」(23 ページ)

■ 「Linux に関する注意事項」(27 ページ)

■ 「Windows の注意事項および問題」(32 ページ)

■ 「VMware の注意事項」(35 ページ)

■ 「LSI 3081E ホストバスアダプタに関する注意事項」(36 ページ)

■ 「StorageTek SAS コントローラに関する注意事項」(37 ページ)

■ 「ドキュメントの注意事項」(39 ページ)

■ 「修正済みの問題」(39 ページ)
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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)

■ 「ファームウェアのアップデート前に CPLD をアップデートする」(4 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 X4450 シリーズのサーバーでサポートされているオペレーティングシステム
のリストは、次のサイトで入手できます。

http://www.sun.com/servers/x64/x4450/os.jsp

ソフトウェアオプション
■ 「Tools and Drivers CD」(2 ページ)

■ 「Sun Validation Test Suite」(3 ページ)

■ 「Sun Installation Assistant」(3 ページ)

Tools and Drivers CD

Sun Fire X4450 サーバーに含まれているファームウェアが、最新のバージョンではない
場合があります。アップデートされたファームウェアは、次のサイトで入手できます。

http://www.sun.com/servers/x64/x4450/downloads.jsp

Sun Fire X4450 の Tools and Driver 2.0 CD に収録されている最新のファームウェア
バージョンは次のとおりです。

■ システム BIOS - 3B50

■ サービスプロセッサ - ILOM 2.0.2.6
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Tools and Drivers CD 2.0 には、Integrated Lights Out Manager (ILOM) システム管
理ファームウェアへのアップデートが含まれています。Sun Fire X4450 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 X4450 サーバー用の『Embedded Lights Out Manager 
Administration Guide for the Sun Fire X4450 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』

注 – 最新のファームウェアリリースで修正されたバグについては、「Tools and 
Drivers 2.0 リリースで修正された問題」(39 ページ) を参照してください。

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
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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。

ファームウェアのアップデート前に CPLD を
アップデートする

サーバーを ILOM にアップデートする前に、システムのパフォーマンスを最適化す
るために CPLD を最新バージョンにアップデートすることをお勧めします。

▼ 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 Version 1.1d CD の /CPLD/S93_V060.jbc のファイルをロー
カルドライブにコピーします。

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。
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重要な注意事項
Sun Fire X4450 サーバーに関して、次の重要な注意事項があります。

■ 「ファームウェアをリモートでアップデートする際の重要な注意事項」(5 ページ)

■ 「Java Runtime Environment に関するセキュリティの警告」(6 ページ)

ファームウェアをリモートでアップデートする
際の重要な注意事項

この注意事項は、システムファームウェアを 3B17 より前の BIOS バージョン (1.1d 
より前の Tools and Drivers リリースに含まれる) から 3B17 以降のバージョンにリ
モートでアップデートする場合にのみ適用されます。Tools and Drivers CD を起動
し、DOS からフラッシュアップデートして BIOS をアップデートする場合は、この
注意事項は適用されません。

オペレーティングシステムをロードする前に BIOS POST 中のいずれかの時点でシス
テムの電源が切断されると、BIOS チップの一部がロック状態のまま残ることがありま
す。この状態でシステムの電源が切断された場合、リモートのファームウェアアップ
デートはエラー 6 で失敗するか、ほぼ 90 % の時点でハングする可能性があります。

この問題を回避するには、BIOS をアップデートする前に、オペレーティングシステ
ムを起動し、システムを通常どおりにシャットダウンします。ファームウェアを確実
にアップデートするには、次の手順に従います。

● システムにオペレーティングシステムがインストールされている場合

a. オペレーティングシステムを起動します。

b. ログインし、システムの電源が正常に切断されるように、システムを通常どお
りにシャットダウンします。たとえば、Solaris および Linux の場合は電源を
切り、Windows の場合は「Start (スタート)」>「Shutdown (シャットダウン)」
の順にクリックします。

c. ファームウェアをリモートでフラッシュアップデートします。

● システムにオペレーティングシステムがインストールされておらず、Tools and 
Drivers CD または USB フラッシュドライブのいずれかからも OS (DOS を含む) を
起動できない場合

a. eLOM Web インタフェースにログインします。

b. リモートコンソールウィンドウを起動します。
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c.「Remote Control (リモートコントロール)」>「Remote Power Control (リモー
ト電源制御)」タブの順に選択します。ドロップダウンメニューから、「Boot 
Option: PCcheck (起動オプション: PCcheck)」を選択します。

d.「Save (保存)」をクリックします。

e. リモートコンソールウィンドウをクリックし、システムのリセット後に
「PC-Check」メニューが表示されるまで待ちます。

f.「Remote Power Control (リモート電源制御)」タブから「Power Off (電源オフ)」を
選択し、「Save (保存)」をクリックします。

g.「Maintenance (保守)」タブから、ファームウェアのアップグレードを実行します。

Java Runtime Environment に関するセキュリティの
警告

Java Runtime Environment の アプレットキャッシングには、ネットワークのアクセ
ス制限をすり抜けるセキュリティ上の脆弱性があります。

Sun JRE: Sun Alert 103079 を参照してください。

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103079-1

Java Runtime Environment のアプレットキャッシング に、脆弱性があることがわか
りました。悪意のある Web サイトからダウンロードされた信頼されないアプレット
によって、アプレットのダウンロード元以外のコンピュータ上のネットワークサービ
スに接続される可能性があります。そのため、通常はアクセスできないネットワーク
リソースやネットワークリソース上の脆弱性がアクセスや悪用の対象となる可能性が
あります。

現時点では、この問題が悪用されていることを示す兆候や症状はありません。DNS 
リバインドによる攻撃を防ぐには、外部 DNS サーバーから DNS ルックアップ結果
の内部 IP アドレスを削除します。これを行うには、このようなパケットをファイア
ウォールでフィルタリングするか、ファイアウォール内でクライアントが使用する 
DNS サーバーを変更します。

次に示すリリースには、この問題を軽減するために、DNS 逆マッピングデータを使
用して追加のホスト名照合を実行する変更が含まれています。Sun は、これらの問題
により完全に対処するために業界のパートナーと連携しており、今後のアップデート
リリースに追加の改善策を含める予定です。

この軽減策は、次のリリース (Windows、Solaris、および Linux 用) に含まれています。

■ JDK および JRE 6 Update 3 以降

■ JDK および JRE 5.0 Update 13 以前

■ SDK および JRE 1.4.2_16 以前
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また、次のリリース (Windows および Solaris 8 用) にも含まれる予定です。

■ SDK および JRE 1.3.1_21 以降

JDK および JRE 6 Update 3 は、次のサイトでダウンロードできます。

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

http://java.com

Solaris OS 用の JDK 6 Update 3 は、次のパッチで入手できます。

■ Java SE 6: Update 3 (パッチ 125136-04 以降で提供されるもの)

■ Java SE 6: Update 3 (パッチ 125137-04 または以降の 64 ビット用パッチで提供
されるもの)

■ Java SE 6_x86: Update 3 (パッチ 125138-04 以降で提供されるもの)

■ Java SE 6_x86: Update 3 (パッチ 125139-04 または以降の 64 ビット用パッチで
提供されるもの)

JDK および JRE 5.0 Update 13 は、次のサイトでダウンロードできます。

http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

Solaris 用の JDK 5.0 Update 13 は、次のパッチで入手できます。

■ J2SE 5.0: Update 13 (パッチ 118666-14 以降で提供されるもの)

■ J2SE 5.0: Update 13 (パッチ 118667-14 または以降の 64 ビット用パッチで提供
されるもの)

■ J2SE 5.0_x86: Update 13 (パッチ 118668-14 以降で提供されるもの)

■ J2SE 5.0_x86: Update 13 (パッチ 118669-14 または以降の 64 ビット用パッチで
提供されるもの)

SDK および JRE 1.4.2_16 は、次のサイトでダウンロードできます。

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html

Solaris 8 OS 用の SDK および JRE 1.3.1 は、次のサイトでダウンロードできます。

http://java.sun.com/j2se/1.3/download.html

SDK および JRE 1.3.1 は、Sun の サポート中止EOL (End of Life、EOL) プロセスを
完了しており、Solaris 8 OS のお客様および Vintage Support Offering サポート契約を
締結しているお客様に対してのみサポートが行われます 
(http://java.sun.com/j2se/1.3/download.html を参照）。最新のリリースに
アップグレードすることを強くお勧めします。

注 – Solaris パッチ以外のソースから製品の新しいバージョンをインストールする場
合は、この問題が含まれる古いバージョンをシステムから削除することをお勧めしま
す。この問題が含まれる古いバージョンを Windows プラットフォームから削除する
には、http://java.com/en/download/help/uninstall_java.xml を参照し
てください。
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診断の注意事項 
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」(8 ページ)

■ 「PC-Check の注意事項」(8 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、X4450 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、システムに付属の Tools and Drivers CD に収録されている Sun 
Fire X4450 サーバー PC-Check ソフトウェアに適用されます。

■ 「選択したメモリーテストの完了に長い時間がかかる」(8 ページ)

■ 「シリアルポートのテストでエラーが発生する」(9 ページ)

■ 「CD-ROM テストがサポートされていない」(9 ページ)

選択したメモリーテストの完了に長い時間がかかる

選択したメモリーテストをすべて完了するには長い時間がかかります。たとえば、
2G バイトの DIMM が 32 個ある場合、完了するには 96 時間かかります。
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シリアルポートのテストでエラーが発生する

シリアルポートのテストは失敗します。PC-Check は、RJ45 シリアルコネクタをサ
ポートしていません。

CD-ROM テストがサポートされていない

CD-ROM テストはサポートされていません。今後のリリースではサポートされる予
定です。

ハードウェアと BIOS の注意事項
次の注意事項は、サーバーのハードウェアと BIOS に適用されます。

■ 「PCI スロットのプローブ順序と SAS HBA スロット」(9 ページ)

■ 「ハードディスク情報」(10 ページ)

■ 「オンボードまたは PCI-E ビデオカードへのビデオ挿入のサポート」(10 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 へのアップ
デートが必要になる」(10 ページ)

■ 「最初の電源投入時にすべてのキーボード LED が点灯する」(10 ページ)

■ 「SAS HBA カードのデフォルトの場所」(11 ページ)

■ 「BIOS シリアルポートのデフォルト設定が Firmware Update 1.1d 用に変更されて
いる」(11 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」(15 ページ)

PCI スロットのプローブ順序と SAS HBA スロット 
Sun Fire X4450 サーバーの PCI-E スロットのプローブ順序は、スロット 3、スロット 
2、スロット 5、スロット 4、スロット 0、スロット 1 です。

ケーブルの長さに制限があるため、プライマリ SAS ホストバスアダプタ (HBA) はス
ロット 0 に取り付ける必要があります。追加の起動デバイスを含む別の PCI-E HBA を 
PCI-E スロット 2 ～ 5 に取り付けると、プライマリ HBA 上の起動デバイスが変更され
ることがあります。変更されるかどうかは、インストールされている OS によります。

変更される場合は、追加の HBA を取り付けたあとで、プライマリ HBA 上の OS デ
バイスを再構成する必要がある場合もあります。
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ハードディスク情報

Sun StorageTek SAS Internal RAID HBA を使用している場合、ハードディスクは、
初期化されてボリュームまたは RAID が作成されるまで、BIOS によって認識されま
せん。

オンボードまたは PCI-E ビデオカードへの
ビデオ挿入のサポート

サーバーで PCI-E ビデオカードが使用されている場合は、ビデオをオンボード 
AST2000 ビデオコントローラまたは PCI-E ビデオカードのいずれかを使用して表示
できるようにサポートが追加されています。この変更をシステム BIOS で行うには、
次の手順に従います。

1.「Advanced (詳細)」タブをクリックします。

2.「PCI Configuration (PCI 構成)」タブをクリックします。

3. 起動グラフィックアダプタの優先度を変更します。デフォルトは「Onboard VGA 
(オンボード VGA)」です。

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 へのアップデートが必要になる 
Sun Fire X4450 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

最初の電源投入時にすべてのキーボード LED が
点灯する

Sun のタイプ 7 キーボードを使用している場合は、最初の電源投入時にすべてのキー
ボード LED が点灯します。Num Lock キーを押して LED をオフにしてください。
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SAS HBA カードのデフォルトの場所

LSI または SunStorageTEK SAS HBA カードのデフォルトの場所は PCI-E スロット 
0 です。

BIOS シリアルポートのデフォルト設定が 
Firmware Update 1.1d 用に変更されている

BIOS シリアルポートのデフォルト設定は 1.1d 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。1.1d より前のリリースのデフォルト設定は COM2/TTYB/115200 
ですが、このファームウェアではデフォルト設定をより一般的な COM1/TTYA/9600 に
アップデートしています。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。

シリアルコンソールを構成し、1.1d 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)」(11 ページ)

■ 「SuSE Linux Enterprise Server (SLES)」(13 ページ)

■ 「Solaris 10 OS」(14 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。

「ファームウェアのバージョンが 1.1d 以前の場合」(12 ページ)

「ファームウェアのバージョンが 1.1d 以降の場合」(12 ページ)
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ファームウェアのバージョンが 1.1d 以前の場合

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。

5.「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

b. 保存してファイルを閉じます。

6. リブートします。

ファームウェアのバージョンが 1.1d 以降の場合

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。
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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。

「ファームウェアのバージョンが 1.1d 以前の場合」(12 ページ)

「ファームウェアのバージョンが 1.1d 以降の場合」(14 ページ)

ファームウェアのバージョンが 1.1d 以前の場合

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

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 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。
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ファームウェアのバージョンが 1.1d 以降の場合

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 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

c. 保存してファイルを閉じます。

5. リブートします。

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。

「ファームウェアのバージョンが 1.1d 以前の場合」(13 ページ)

「ファームウェアのバージョンが 1.1d 以降の場合」(15 ページ)

ファームウェアのバージョンが 1.1d 以前の場合

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, 0x3f8 interrupts=3;
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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

ファームウェアのバージョンが 1.1d 以降の場合

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, 0x3f8 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

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。
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システム管理の注意事項
この節では、Sun Fire X4450 サーバーのシステム管理に関する注意事項について説明
します。OS 固有の注意事項については、本書で特定のオペレーティングシステムに
ついて説明している節を参照してください。

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。

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。

■ 「ELOM および ILOM システム管理の注意事項」(16 ページ)

■ 「ILOM システム管理の注意事項」(19 ページ)

■ 「ELOM システム管理の注意事項」(20 ページ)

ELOM および ILOM 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。

■ 「ELOM から ILOM に移行したあと、デバイスマネージャーのオンボード NICS 
の横に黄色の感嘆符アイコンが表示されます。」(17 ページ)

■ 「ELOM から ILOM へのアップグレードに関する注意事項」(16 ページ)

■ 「RKVM を使用したリモート OS インストールで仮想 CD-ROM のアンマウントと
再マウントが必要」(17 ページ)

■ 「Web GUI タイムアウト機能を無効にする」(17 ページ)

■ 「サポートされている最低限のブラウザ」(18 ページ)

■ 「各ブラウザでの Java Runtime Environment の構成」(18 ページ)

■ 「ビデオのストリーミングと KVMS Over IP」(18 ページ)

ELOM から ILOM へのアップグレードに関する注意事項
■ ILOM にアップグレードする前に、バックプレーンと CPLD ファームウェアを

アップデートすることをお勧めします。

■ アップデートすると、すべての SP SEL はシステムの最初の電源投入時まで 1970 
という日付が記されます。

■ ILOM にアップグレードすると、SEL に「Upgrade to version unknown 
succeeded (不明なバージョンへのアップグレードに成功しました)」というメッ
セージが表示されます。アップグレードは正常に完了し、バージョンは SP ファー
ムウェアの 2.0.2.6 になります。
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■ ELOM から ILOM に移行したあと、デバイスマネージャーのオンボード NICS の
横に黄色の感嘆符アイコンが表示されます。

Windows システムで Web GUI または CLI を使用して ELOM から ILOM に移行
する際に、黄色の感嘆符アイコンがデバイスマネージャーのオンボード NICS の
横に表示されることがあります。

この場合は、次の操作を行います。

a. Windows OS をシャットダウンします。

b. AC 電源を 20 秒間切断します。

c. システムの電源を入れます。

黄色い感嘆符アイコンが消えます。

フロッピーのリダイレクトを動作させるには CD-ROM 
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のリダイレクトを
試す前に、まず CD-ROM デバイスまたは CD-ROM イメージをリダイレクトし、フ
ロッピーがリダイレクトされている間、リダイレクトされたままにしておく必要があ
ります。

RKVM を使用したリモート OS インストールで仮想 
CD-ROM のアンマウントと再マウントが必要

RKVM 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-ROM 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 を再マウントする必要があります。

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. メインメニューの「System Information (システム情報)」タブをクリックします。

「Versions (バージョン)」、「Session Time-Out (セッションタイムアウト)」、
「Components (コンポーネント)」の各サブメニュータブが表示されます。

2.「Session Time-Out (セッションタイムアウト)」タブを選択します。

「Session Time-Out (セッションタイムアウト)」画面が表示されます。

3.「Disable Time-Out (タイムアウトを無効にする)」ラジオボタンをクリックします。

4.「Submit (送信)」ボタンをクリックして、セッションタイムアウトを無効にします。
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サポートされている最低限のブラウザ 
次の表に、Solaris および Linux オペレーティングシステムが動作している Sun Fire 
X4450 サーバーで 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。

各ブラウザでの Java Runtime Environment の構成

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。

注 – 最新の Java リリースをダウンロードして実行することをお勧めします。

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
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。

表 1 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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ILOM システム管理の注意事項

この節の注意事項は、ILOM を実行しているシステムに適用されます。この節では、
次の注意事項について説明します。

■ 「ホスト OS に従ってマウスのモード設定を選択する (ILOM)」(19 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 (ILOM)」(19 ページ)

■ 「IPMItool で作成したユーザーが Web GUI で使用できない」(19 ページ)

■ 「BIOS Post 中に ILOM SP が応答しない」(20 ページ)

■ 「ILOM でメモリーエラーを表示するには IPMITool 1.8.9.4 以降が必要」(20 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 
(ILOM)

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 
(ILOM)

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。

IPMItool で作成したユーザーが Web GUI で使用できない

ユーザーを ipmitool で追加したあと、そのユーザーの作成時にパスワードと権限を
指定しなかった場合は、Web GUI にユーザー情報が表示されません。

対処方法

CLI を使用して、ユーザーの役割とパスワードを設定します。ユーザー情報の管理に
ついては、『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド』を参照して
ください。
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BIOS Post 中に ILOM SP が応答しない

まれに、BIOS POST 中に SP が応答しないというメッセージが表示されることがあり
ます。BIOS が停止してこのメッセージが表示された場合は、Ctl + Alt + Del キーを
押してもう一度再起動してください。この問題は今後のリリースで修正される予定で
す (CR6714006 を参照)。

ILOM でメモリーエラーを表示するには IPMITool 1.8.9.4 
以降が必要

IPMITool 1.8.9.4 は、Tools and Drivers CD Version 2.1 以降の 
utilities/ipmitool ディレクトリから入手できます。

ELOM システム管理の注意事項
この節の注意事項は、ELOM を実行しているシステムに適用されます。この節では、
次の注意事項について説明します。

■ 「ディスクバックプレーンファームウェアのアップデート方法 (ELOM)」(20 ページ)

ディスクバックプレーンファームウェアのアップデート
方法 (ELOM)
1. SP の IP アドレスをブラウザに入力して、Embedded LOM SP Web GUI を起動

します。

2. /utilities/backplane/MG9073S_v14.bin ファイルをコピーします。

3. SP にログインします。

4. サーバーの電源をオンにします。

5.「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。

注 – オプションが表示されるには、電源がオンになっている必要があります。
「Upgrade MG9073 firmware (Hard disk backplane) (MG9073 ファームウェアのアッ
プグレード (ハードディスクバックプレーン)」で、「Browse (参照)」をクリックし
て、手順 2 でコピーした MG9073S_v14.bin ファイルを指定します。

6.「Upgrade (アップグレード)」ボタンをクリックします。

7. 完了すると、アップグレード成功のメッセージが表示されます。
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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」(21 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」(21 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」(22 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 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。
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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。

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。
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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。

Solaris オペレーティングシステムの
問題 
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 X4450 
サーバーを対象とする注意事項について説明します。

■ 「Solaris リモートコンソールセッションで Java プラグインが要求される」(24 ページ)

■ 「Solaris が動作している X4450 システムで、仮想マウント CD-ROM が正常にマウン
トしないことがある」(24 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」(25 ページ)

■ 「SLES を X4450 サーバーの Solaris OS にリモートで接続するホストシステムとし
て実行している場合は複数のデバイスを仮想マウントできない」(25 ページ)

■ 「Solaris 10 8/07 が 1T バイトを超えるディスクを認識しない」(25 ページ)

■ 「Solaris Xserver と NIC のインタフェース」(25 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」
(26 ページ)

■ 「Solaris OS でのリモートコンソールと仮想デバイス」(26 ページ)

■ 「Intel PCI-E NIC カード」(27 ページ)
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Solaris リモートコンソールセッションで Java 
プラグインが要求される
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、javaRKVM.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。

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

このコマンドにより、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。

Solaris が動作している X4450 システムで、仮想
マウント CD-ROM が正常にマウントしないこと
がある
仮想 CD-ROM が、Linux オペレーティングシステムを実行しているクライアントシ
ステムから Solaris 10 を実行している X4450 に正常に接続してマウントできないこと
があります。

この問題は現在調査中です。
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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。

SLES を X4450 サーバーの Solaris OS にリモートで
接続するホストシステムとして実行している場合
は複数のデバイスを仮想マウントできない

SLES を X4450 サーバーの Solaris OS にリモートで接続するホストシステムとして実
行している場合、一度に 1 つの仮想デバイスしか接続できません。

この問題は現在調査中です。

Solaris 10 8/07 が 1T バイトを超えるディスクを
認識しない

Solaris 10 8/07 は、1T バイトより大きい RAID 構成ディスクにインストールします。

対処方法

1T バイトを超えるストライプ RAID ディスクを作成しないでください。これは 
Solaris で既知の問題で、現在調査中です。

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。
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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 OS 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。

対処方法

1. 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 X4450 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』(820-3692-10)を参照してください。

2. KVMS over IP を Embedded Lights Out Manager (LOM) の GUI とともに使用
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。

3. Solaris OS をGUI モードでインストールし、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 
X4450 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』(820-3692-10) を
参照してください。

Solaris OS 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 OS 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
グインする必要があります。
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Intel PCI-E NIC カード 
Intel PCIe NIC カードには、Solaris OS 用にカードを挿入するスロットによってさま
ざまな e1000gXX ラベルがあります。

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 オペレーティングシス
テムが動作している Sun Fire X4450 サーバーに適用されます。

■ 「Red Hat Enterprise Linux 5 でサポートされている最低バージョンの JRE」
(28 ページ)

■ 「RHEL 3 使用時に仮想 CD-ROM デバイスが表示されない」(28 ページ)

■ 「Red Hat Enterprise Linux 5 システムにリモートで接続されている仮想デバイスを
手動でマウントする方法」(29 ページ)

■ 「仮想 USB ドライブを RHEL 5 にマウントする方法」(29 ページ)

■ 「複数の仮想デバイスを RHEL 4 システムにマウントする方法」(30 ページ)

■ 「RHEL 4.4 PXE インストール」(31 ページ)

■ 「RHEL 4.4 および RHEL 5 エラーメッセージ」(31 ページ)

■ 「RHEL 4.5 でのランダムシステムクラッシュ」(31 ページ)

■ 「RHEL 5 PCI BIOS メッセージ」(31 ページ)

■ 「64G バイトを超えるメモリーを搭載すると、Red Hat カーネルでパニックが発生
する」(32 ページ)

■ 「64G バイトを超えるメモリーを搭載すると、RHEL 5 64 ビット XEN カーネルで
パニックが発生する」(32 ページ)

表 2 Intel PCI-E NIC カード

カード挿入先 Intel NIC オンボード

スロット 1 e1000g2/e1000g3 e1000g0/e1000g1/e1000g4/e1000g5

スロット 2 e1000g0/e1000g1 e1000g2/e1000g3/e1000g4/e1000g5

スロット 3 e1000g0/e1000g1 e1000g2/e1000g3/e1000g4/e1000g5

スロット 4 e1000g2/e1000g3 e1000g0/e1000g1/e1000g4/e1000g5

スロット 5 e1000g0/e1000g1 e1000g2/e1000g3/e1000g4/e1000g5
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Red Hat Enterprise Linux 5 でサポートされている
最低バージョンの JRE 
RHEL 5 でリモートコンソールを実行するためにサポートされている最低限の JRE 
は、JRE6 Update 4 です。

RHEL 3 使用時に仮想 CD-ROM デバイスが
表示されない
この不具合を修正するには、次の手順に従います。

1. ls -al /dev/cdrom と入力して、CD/DVDROM の ID を確認します。

コマンドの結果、次のような出力が返されます。

/dev/cdrom -> /dev/hda

次の手順で、hda を使用してブートローダーに追加します。

2. ブートローダーに応じて、次のテキストを追加します。

xxx=ide-scsi

3. xxx を、手順 1 の dev/hda からの出力で置き換えます。

次のような、lilo.conf ファイルの内容が表示されます。

Lilo:

---

image=/boot/bmlinux-2.4.21-40.EL

label=linux

initrd=/boot/initrd--2.4.21.40.EL.img

read-only

root=/dev/hda1

append=hda=ide-scsi

別の例を示します。

Grub:

----

timeout=1-

splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz

title Red Hat Enterprise Linux AS (2.4.21-40.EL)

root (hd0,0)

kernel /vmlinux-2.4.21-40.EL ro root=LABEL=/ hda=ide-scsi
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手順 2 の出力 hda が =ide-scsi の前に付いています。

initrd-2.4.21-40.EL.img

4. システムをリブートします。

Red Hat Enterprise Linux 5 システムにリモートで
接続されている仮想デバイスを手動でマウントする
方法

仮想デバイスのマウント時に、RHEL 5 を実行しているリモートシステムにデバイス
が自動マウントされない場合があります。デバイスを手動でマウントするには、次の
手順に従います。

1. デスクトップにあるコンピュータアイコンをダブルクリックします。

2. 新しいデバイスを右クリックし、マウントを選択します。

仮想 USB ドライブを RHEL 5 にマウントする方法 
1. ファイル /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/20-storage-

methods.fdi を編集します。

2. 文字列「<match key="volume.fsusage" string="filesystem">」を検索
します。

検索の結果、次のような情報が返されます。

        <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. ファイルに次のテキストを追加します。このテキストは、手順 2 で返されたテキ
ストの直後に挿入します。

<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。

複数の仮想デバイスを RHEL 4 システムに
マウントする方法

RHEL 4 を実行している X4450 システムに複数のデバイスをマウントするには、次の
手順に従います。

1. /etc/modprobe.conf ファイルに次の行を追加します。

options scsi_mod max_luns=xxx

2. xxx には、サポートする LUN の数を入力します。

3. 変更を実装するために、初期 RAM ディスクを構築します。

mkinitrd -f /boot/newimage-2.6.xx 2.6.xx

4. xx には、使用しているカーネルの正確なバージョンを入力します。

5. boot/grub/menu.1st パラメータを newimage-2.6.xx に変更します。

6. システムをリブートします。

リブートが完了すると、LUN が表示されます。
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RHEL 4.4 PXE インストール 
RHEL 4.4 では、NET 0/1 を使用して PXE のインストールはできません。

対処方法 

NET 3/4 を使用するか、メディアからインストールしてください。

RHEL 4.4 および RHEL 5 エラーメッセージ

RHEL 4.4 または RHEL 5 の実行時に、Dmesg で「USB1.1: device not 
accepting address 2, error 71 (USB1.1: アドレス 2 を受け入れないデバイ
ス、エラー 71)」というメッセージが表示されることがあります。

このメッセージは無視してかまいません。

RHEL 4.5 でのランダムシステムクラッシュ

RHEL 4.5 を実行中に、ランダムシステムクラッシュが発生することがあります。こ
れは、RHEL 4.5 での既知の問題が原因で発生している可能性があります。この問題
が発生した場合は、次の現象が見られることがあります。

■ BMC イベントログに IERR イベントがある。

■ 搭載されている一部またはすべての CPU に CPU 障害 LED が点灯する。この問題
は RHEL 4.6 で解決済みです。

RHEL 5 PCI BIOS メッセージ

RHEL 5 でブートまたは dmesg コマンドの実行時に、次のメッセージが表示されます。

MCFT Area at e000000 is Not E820-resend (e000000 の MCFT 領域は 
E820 再送ではありません) 

このメッセージは無視してかまいません。
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64G バイトを超えるメモリーを搭載すると、
Red Hat カーネルでパニックが発生する

64G バイトを超えるメモリーを搭載すると、次のメッセージが表示されます。

Panic on CPU0: Not enough RAM for domain 0 allocation (CPU0 で
パニックが発生: ドメイン 0 に十分な RAM が割り当てられていません)

64G バイトを超えるメモリーを搭載すると、すべての Red Hat 32 ビットカーネルで
パニックが発生します。64G バイトを超えるメモリーを使用する場合は、64 ビット
のカーネルを使用することをお勧めします。

64G バイトを超えるメモリーを搭載すると、
RHEL 5 64 ビット XEN カーネルでパニックが
発生する 
この問題を解決する方法については、次のリンクを参照してください。

http://kbase.redhat.com/faq/FAQ_103_10264.shtm

Windows の注意事項および問題
■ 「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

ステムのセットアップ」(33 ページ)

■ 「Windows Server 2003 オペレーティングシステムのリカバリ」(33 ページ) 

■ 「Windows オペレーティングシステムで実行する Windows 2003 Reburn スクリプ
トのサポート」(33 ページ) (新規 1.1c 向け)

■ 「Tools and Drivers CD 1.1c に収録されている Windows 自動実行サポート」
(34 ページ)

■ 「特定の PCI-E スロットに挿入する Qlogic デュアルポートや LSI SCSI カードを使
用して Windows 2003 にログインしたあとの CPU IERR」(34 ページ)

■ 「SunStorageTEK ドライバを使用して Windows 2003 エクスプレスインストールを
実行すると BSOD が発生する」(35 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
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 Server 2003 R2 Operating System Preinstall Release Notes 
(Sun x64 Servers Windows Server 2003 R2 オペレーティングシステムプリインストー
ルに関するリリースノート)」(820-4066) 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)』(820-3674) 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。

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。

Windows オペレーティングシステムで実行する 
Windows 2003 Reburn スクリプトのサポート
この節では、Windows をオペレーティングシステムとして使用している場合の、
新しい Windows 2003 CD Reburn スクリプトの実行方法について説明します。

1. Tools and Drivers CD の /utilities/reburn/windows/ ディレクトリの内容を
すべて c:\reburn にコピーします。

2. Windows 2003 CD を挿入します。

3. c:\reburn\2003Reburn.bat スクリプトを実行します。
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4. プロンプトに従って、Tools and Driver CD (バージョン 1.1b 以降) を挿入します。

5. bootimg.ima ファイル (c:\reburn_image\bootimg.ima) の場所と、ISO イ
メージの焼き込みに必要なその他の情報については、プロンプトに従います。

注意 – XP や 2003 には CD-ROM に書き込むためのネイティブサポートがないため、
Windows の Reburn スクリプトは ISO イメージを生成しません。ユーザーは、
c:\reburn_image の内容を使用して起動 CD を作成する必要があります。

ログファイルは c:\windows\sun_reburn.log に生成されます。

Tools and Drivers CD 1.1c に収録されている 
Windows 自動実行サポート

Tools and Driver CD 1.1c には、ソフトウェアやドライバをインストールするための 
Windows 自動実行サポートが追加されています。

特定の PCI-E スロットに挿入する Qlogic デュアル
ポートや LSI SCSI カードを使用して Windows 
2003 にログインしたあとの CPU IERR
Qlogic デュアルポートや LSI SCSI PCI-E カードを使用する場合は、これらを次のス
ロットに挿入する必要があります。

■ スロット 1 LSI SCSI

■ スロット 4 Qlogic デュアルポート

または

■ スロット 1 LSI SCSI

■ スロット 2 Qlogic デュアルポート 
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SunStorageTEK ドライバを使用して Windows 
2003 エクスプレスインストールを実行すると 
BSOD が発生する

SunStorageTEK ドライバを使用してエクスプレスモードで Windows 2003 を USB 
フロッピーからインストールすると、BSOD になります。

BSOD を回避するには、Windows 2003 をインストールする際に「Custom (カスタム)」
を選択します。

注 – この問題は、1.1d リリース (バージョン 15825) に収録されている 
SunStorageTEK ドライバで修正されています。

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 X4450 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」(36 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」(37 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」(37 ページ)

最新の LSI ファームウェアへのアップデート

注 – SAS コントローラファームウェアをアップデートする前に、必ず「ファーム
ウェアをリモートでアップデートする際の重要な注意事項」(5 ページ) をお読みくだ
さい。

1. Tools and Drivers CD (1.1d 以降) を挿入してブートします。

2. メインメニューから DOS に入るオプションを選択します。

3. 次のコマンドを実行します。

\firmware\lsi\flash.bat 

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、HDD 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。
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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 (Integrated Mirror Extension) または IMS (Integrated Mirror Stripe) に
アップグレードすると、データと OS が失われるため、再インストールと復元が必要
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。この問題によって、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。

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 
X4450 サーバーに適用されます。

■ 「SAS コントローラファームウェアの 15825 へのアップデート」(37 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」(38 ページ)

■ 「Sun StorageTek Manager を RHEL 5 32 ビット用に構成する方法」(38 ページ)

SAS コントローラファームウェアの 15825 への
アップデート

注 – SAS コントローラファームウェアをアップデートする前に、必ず「ファーム
ウェアをリモートでアップデートする際の重要な注意事項」(5 ページ) をお読みくだ
さい。
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SAS コントローラファームウェアをバージョン 15825 にアップデートするには、
次の手順に従います。

1. Tools and Drivers CD (1.1d 以降) を挿入してブートします。

2. メインメニューから DOS に入るオプションを選択します。

3. 次のコマンドを実行します。

\firmware\SST\flash.bat 

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。

Sun StorageTek Manager を RHEL 5 32 ビット
用に構成する方法

RHEL 5 32 ビット上で Sun StorageTek Manager を実行すると、次のエラーメッセー
ジが表示されます。

       sh /usr/StorMan/StorMan.sh 

Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: 
/usr/StorMan/jre/lib/

i386/libawt.so: libXp.so.6: cannot open shared object file: No 
such file or directory

at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method) at 
java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)

at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)

at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)

at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)

at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
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at sun.awt.NativeLibLoader.loadLibraries(Unknown Source)

at sun.awt.DebugHelper.<clinit>(Unknown Source)

at java.awt.Component.<clinit>(Unknown Source)

このエラーを解決するには、パッケージ xorg-x11-deprecated-libs-6.8.1-
12.FC3.1.i386.rpm を追加します。このパッケージはインターネットで入手でき
ます。

ドキュメントの注意事項

インストールガイドに記載されている電源供給
ラベルの間違い

『Sun Fire X4450 サーバー設置マニュアル』(820-3687-10) で、PSU 0 が誤って上部に
示されています。正しいシャーシラベルは、下部の電源供給が PSU 0 です。

修正済みの問題

Tools and Drivers 2.0 リリースで修正された問題

次の問題は、Tools and Drivers CD 2.0 リリースでは修正されています。

■ 6663466 - スロットごとに PCI オプションの ROM を無効にする機能が必要

■ 6676595 - X4450 のユーザーは ELOM からブレークを送信できない

■ 6707322 - SP ユーザーの作成に「_」文字を使用できない

■ 6709944 - ELOM (SP) で PSU の障害またはローテーションの停止を検出できない

■ 6673922 - サービスプロセッサ MIB が実装されていない。「キーボード LED のテ
ストが失敗する」(40 ページ) を参照してください。

■ 6623581 - PC-Check キーボード LED のテストが失敗する。「SNMP の問題」
(40 ページ) を参照してください。
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キーボード LED のテストが失敗する

キーボード LED のテストを実行しても失敗することがあります。このテストは実行
しないでください。

SNMP の問題

エージェントが SUN-PLATFORM MIB に関して何も情報を返しません。現在、この
問題に関するサポートはありません。

注 – サポートは今後のリリースに実装される予定です。

「Linux に関する注意事項」(27 ページ) を参照してください。

Tools and Drivers 1.1d リリースで修正された問題 
次のバグは、1.1d リリースでは修正されています。

■ 「Windows プリインストールイメージを使用して SEL に書き込まれた raw デー
タ」(41 ページ)

■ 「USB コントローラのテストを実行するとシステムがハングする」(42 ページ)

■ CR 6656551 - 2 つの PSU の一方から AC 電源を取り除いても障害ライトが点灯し
ない

■ CR 6656551 - SP が損傷したパケットを送信する

■ CR 6656668 - ファンを取り外しても SEL メッセージが書き込まれない

■ CR 6673708 - SP のリセット後にイベントメッセージが何も書き込まれない

■ CR 6673700 - SP のリセット後にクロックが 1970 に変更される

■ CR 6670525 - DCU プリフェッチャーがデフォルトで無効になる 

■ CR 6688989 - ハードウェアプリフェッチャーと隣接キャッシュラインプリフェッ
チャーがデフォルトで無効になる

■ CR 6643503 - SMBIOS 情報 (ID 1) を製品プロパティに設定される

■ CR 6696106 - 16G バイトを超える BIOS でクイックブートを無効にするとリブー
トループが発生する

■ CR 6643500 - SMBIOS 情報がタイプ 3 のレコードに含まれる

■ CR 6675987 - SP シリアルポートは 9600 および TTYA になる 

■ CR SunStorageTEK ドライバを使用して Windows 2003 エクスプレスインストー
ルを実行すると BSOD が発生する
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■ SunStorageTEK ドライバを使用して Windows 2003 エクスプレスインストールを
実行すると BSOD が発生する

■ シングルビット ECC エラーを管理するアルゴリズム (24 時間以内に 24 件の CE が
あると障害を生成する)

■ タイムゾーン ID の設定で「Could not be set TimeZoneID (タイムゾーン ID を設
定できませんでした)」が表示される

■ クロックの詳細を表示中に SSH がランダムに終了する

■ BIOS で SP を DHCP または静的に設定変更するためのサポート 

■ ファームウェアをリモートで 1.1c にアップデート中に -6 エラーが表示された

Windows プリインストールイメージを使用して 
SEL に書き込まれた raw データ

システムに Windows プリインストールイメージがある場合は、次の raw データが 
SEL に書き込まれますが、無視してかまいません。メッセージを回避するには、
Windows オペレーティングシステムから ipmitool ユーティリティを削除します。

ipmitool dump:

1 | 12/05/2007 | 06:54:26 | OS Stop/Shutdown | OS graceful shutdown |

Asserted

   2 | 12/05/2007 | 06:54:26 | OEM record dd | 000137 | 000000008500

   3 | 12/05/2007 | 06:54:26 | OEM record dd | 000137 | 017300610000

   4 | 12/05/2007 | 06:54:26 | OEM record dd | 000137 | 026400660000

   5 | 12/05/2007 | 07:01:42 | OS Stop/Shutdown | OS graceful shutdown |

Asserted

   6 | 12/05/2007 | 07:01:42 | OEM record dd | 000137 | 000000008500

   7 | 12/05/2007 | 07:01:42 | OEM record dd | 000137 | 016100730000

   8 | 12/05/2007 | 07:01:42 | OEM record dd | 000137 | 026400660000

Windows Event log in BIOS:

02 00 DD F2 9A 56 47 37 01 00 00 00 00 00 85 00

01 00 02 F2 9A 56 47 41 00 04 20 00 6F 93 FF FF
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USB コントローラのテストを実行するとシステム
がハングする

システムがハングするのを防ぐには、サービスプロセッサからブートするときに、
USB コントローラのテストや PC-Check による診断を実行する前に、USB コント
ローラのテストを手動で削除します。CD-ROM から実行する場合、これらのテスト
は診断スクリプトから削除されます。
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