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保守者殿 

リモートサービスボード交換時の注意事項 

リモートサービスボードを交換する上での注意事項がございますので、

本書を必ずお読みになってから交換作業をお願いします。 

平成 13 年４月 

富士通株式会社 

注意事項 

リモートサービスボードを交換する場合、サーバの機種毎に用意された

ファームウェアにアップデートしてください。アップデートを実施しない

と、リモートサービスボードが、正しく動作しないことがあります。 
ファームウェアは、サーバの各機種毎に用意されたリモートサービスボ

ード搭載キット（PG-RSBOPx）に含まれています。ファームウェアのアッ

プデート手順については、各リモートサービスボード搭載キットに添付さ

れている取扱説明書を参照してください。 

ファームウェアをアップデートするためのフロッピィ媒体が用意でき

ない場合には、下記サイトを参照してください。 

  サイト ： PRIMERGY-WORLD 

  ＵＲＬ ： http://primeserver.fujitsu.com/jp/primergy/ 

 
 交換した保守部品は、C A 0 5 8 9 2 - K 3 5 0  として返却してください。 
 
[アップデート方法 (例：PRIMERGY N400)] 

１． サーバ本体の電源を投入し、ServerWizard CDをセットします。電源

を投入して、Post中（RAMモジュールのチェックなどのメッセージが

表示されている間）に、CD-ROMの取り出しボタン（EJECT）を押して、

ServerWizard CD をセットします。 

２． 表示されるメニューから、｢Basic(BIOS Environment Support   

Tools)｣を選択し、[Enter]キーを押します。 

  MS-DOS が起動します。 

３． サーバ本体のフロッピィディスクドライブに、Remote Service Board 

Utility をセットします。 

４．ファームウェアをアップデートします。 

  次のコマンドを入力します。 

   b: ＼flashrsb  [Enter] 

 

P3FY-A033-01 



                                  2

[ENGLISH] 
 

Remote Service Board Exchange Notes 
 

Before exchanging the Remote Service Board, make sure to thoroughly 
read and understand the following. 

      Apr/2001 
FUJITSU Ltd. 

Note 
Update the firmware of the Remote Service Board for each server. The 
Remote Service Board does not work correctly, if the firmware is not 
updated. The firmware is provided with the Remote Service Board Kit 
(PG-RSBOPx) for each server. For the procedure of updating the 
firmware, refer to the USER’S GUIDE provided with each the Remote 
Service Board Kit. 
Refer to the following public site, if the floppy medium to update the 
firmware cannot prepare. 
  Site  ： PRIMERGY-WORLD 
  URL ： http://primergy.fujitsu.com/en/ 
 
R e t u r n  e x c h a n g e d  s p a r e  p a r t  a s  C A 0 5 8 9 2 - K 3 5 0 .   
 
[Updating procedure (Ex. PRIMERGY N400)] 
１． Turn the server unit ON, and insert the ServerWizard CD in the 

CD-ROM drive. Turn the power ON, press the EJECT button on 
the CD-ROM drive during POST processing (while RAM module 
check message, for example, are being displayed) and insert the 
ServerWizard CD in the CD-ROM drive. 

２． Select ”Basic (BIOS Environment Support Tools)” from the menu 
that is displayed, and press the [Enter] key. 

     MS-DOS is started up. 
３． Insert Remote Service Board Utility provided with this product 

into the floppy disk drive on the server unit. 
４．Update the firmware. 
     Enter the following command: 
        b: ＼flashrsb  [Enter] 
 


