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GRANPOWER5000 モデル 680（99 年 10 月発表タイプ）ご使用上の注意

このたびは、弊社の GRANPOWER5000モデル 680 をお買い求めいただき、誠にありがとうございま

す。本サーバご使用時には下記の点に注意してご使用ください。

１．LANカードまたは SCSI アレイコントローラカード増設時の注意事項について

本サーバにお客様が既にお持ちの LAN カード GP5-182または SCSI アレイコントローラカー

ド GP5-141A を増設した場合、特定の条件下において、Windows NT Server 4.0 インストール

時または OS 起動時に下記のメッセージが表示されてシステムが停止する場合があります。

HAL: NO IO APIC Found
HAL: This HAL.DLL requires an MPS version 1.1 system.
Replace HAL.DLL with the correct hal for this system.
The system is halting.

【本現象が発生する条件について】

LANカード GP5-182 または SCSI アレイコントローラカード GP5-141A を増設した結果、下

記の条件に合致した場合に本現象が発生します。（下記３つの条件を全て満たした場合に発生し

ます。）

「LAN カード GP5-182 が搭載されている」、

かつ、

「標準搭載 LAN と増設 LAN カード GP5-182/184/185 の合計搭載枚数が３枚以上」、

かつ、

「GP5-141A が搭載されている」 場合

なお、下記の場合は本現象は発生しません。（下記の３つの条件のうち、どれか１つでも該当

する場合は現象は発生しません。）

「LAN カード GP5-182 は搭載されていない」、

または、

「標準搭載 LAN と増設 LAN カード GP5-182/184/185 の合計搭載枚数が２枚以下」、

または、

「GP5-141A は搭載されていない」 場合
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【本現象の回避方法について】

増設したい GP5-182 を、PCIスロット１または PCI スロット２に搭載してください。

（GP5-141A、GP5-184/185 の搭載は取扱説明書 201 ページの通りに行ってください。）

ServerWizard を使用してインストールする場合、下記のように GP5-182 LAN カード搭載位

置の誤りを示すメッセージが表示されますが、無視してセットアップを実行してください。

『GP5-182 は PCI スロット１（または２）に取り付けられません。PCI スロット４，PCI ス

ロット５，PCI スロット６に取り付ける必要があります。拡張カードの設定をやり直します

か？』

と表示されます。

ここで『いいえ』を選択し、セットアップを継続してください。

『拡張カードの搭載制限を無視して処理を続行した場合は、拡張カードの設定およびドライバ

のインストールは行われません。オペレーティングシステムも正常に動作しない可能性があ

ります。よろしいですか？』

と表示されます。

ここで『はい』を選択し、セットアップを継続してください。

 『拡張カードの搭載制限を無視して処理を続行した場合は、インストールされた環境は保証の対象外

となります。よろしいですか？』

と表示されます。

ここで『はい』を選択してください。セットアップは正常に行われます。

以上
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teamserverM800i series User Guide Notes
     (for Oct./1999 Announcement)

November, 1999
Fujitsu Limited

1 .  Note for installation additional LAN card or RAID card.

When you install more GP5-182 LAN card or GP5U141 RAID card which you had already to
teamserver M880ie/M890ie, in specified condition,
The following message is displayed and system may halt when Microsoft Windows NT Server
4.0 installation or Microsoft Windows NT Server 4.0 start-up.

HAL: NO IO APIC Found
HAL: This HAL.DLL requires an MPS version 1.1 system.
Replace HAL.DLL with the correct hal for this system.
The system is halting.

1.1 About the condition this phenomenon occurs.

This error occurs as a result of having installed GP5-182 LAN card or GP5U141 RAID card
when equal to the following condition.
It occurs when met condition of the following three entirely.

  
     "GP5-182 LAN card is installed."
     And

"The total installed number of LAN card(include standard LAN card) is more than 3."
And
"GP5U141 RAID card is installed."

This error does NOT occur in case of follows.
(The error doesn't occur when applies to any one among the following three condition.）

"No GP5-182 LAN card is installed."
Or
"The total installed number of LAN card (include standard LAN card) is less than 2."
Or
"No GP5U141 RAID card is installed."
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 1.2 About the method to avoid this phenomenon.

Place GP5-182 on PCI Slot 1 or PCI Slot 2.
(Place GP5U141 RAID card and GP5-184/185 LAN card according to User Guide.)
  
When you install Windows NT Server 4.0 with Server Wizard, the error message that the
GP5-182 LAN card is placed wrong PCI slot is displayed as follows, but ignore it, and
execute setup.

  It is displayed as follows.

 "You cannot place GP5-182 on PCISlot1(PCISlot2).
  The correct slot(s) for the detected card is(are) PCISlot4,PCISlot5,PCISlot6.
  Do you want to reset expansion cards now?"

  Select "No" and continue setup.
  
  Then it is displayed as follows.

 "The expansion card and driver setup won't be in process
  if you ignore the expansion card restrictions.
  Also the installed operating system may not work properly.
  Do you want to ignore the expansion card restrictions?"

  Select "Yes" and continue setup.

  And then it is displayed as follows.

 "The system and its environment won't be supported if the card restrictions are ignored.
  Are you sure to ignore the expansion card restrictions?"

  Select "Yes" and continue setup.
  System is set up correctly.


