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更新履歴 
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18/3/06 1.2 誤記修正 

18/5/02 1.3 
グラフィックカードのハングアップ問題への対処追記 
OS インストールの項にスタンドアローンでのインストール方法を追記 
仕様に消費電⼒、重量を追記 

18/5/07 1.4 使用できるメモリ種類の記載追記 
18/6/27 1.5 ネジの取付箇所を修正 

フロントケーブルのコネクタ向き記述を追記 
電源ケーブルのコネクタ注意記述を修正 
電源仕様を変更 
Linaro 社の技術文書 URL を更新 
品番を追加 

18/7/31 1.6 デスクトップの選択⼿順を追記 
18/8/21 1.7 Debian のインストールバージョンの記載修正 
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この度は当製品をお買い上げ頂きありがとうございます。 
 
ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
この説明書では、この装置の組⽴、設置、設定、保守を⾏う上で、必要となることについて記述しております。 
お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。 
 

1. 組み⽴ての前に 
 

1. 作業の前に、本組⽴⼿順書および安全マニュアルを一通り読んでから作業を始めてください。 
2. 作業には、ケースとマザーボード、工具等が置けるような充分なスペースを確保してください。本体ケースのように大

きなものから、ネジのように、ごく小さな部品まであります。部品を無くさないように注意し、小さなお子さまの⼿の届
かない場所で作業を⾏ってください。 

3. ドライバーはネジと径の合うものを利用してください（#2 が使用できます）。 
4. 組み⽴て時に怪我をしないように注意しましょう。ケースをはじめとした各部品に鋭利な部分が多く、組み⽴て作

業時、怪我をしないよう十分に注意してください。防護⼿袋の着用をおすすめします。 
5. 静電気に注意しましょう。静電気は電子部品を破壊させる恐れがありますので、作業前にケースなどの⾦属部分

に触り、⼈体から静電気を除電して作業を⾏ってください。 
6. ⾦属の接点部分には触れないように作業を実施してください。⽪脂などが付着する事により、接触不良等の原

因になります。また、⼈体に残った静電気が放電して電子部品を破壊する場合があります。 
7. 作業中は電子部品を破損しないよう、注意して作業を実施してください。どんな小さな部品でも破損すると動作

しません。 
8. コネクタ類の接続する向きを確認し、無理に⼒を加えないで下さい。多くのコネクタ類は逆挿し防⽌機構により逆

挿しされないようになっていますが、無理な⼒を加えると逆挿しされてしまう場合があります。 
この場合、コネクタの破損を招く場合があります。また、逆挿しにしたまま通電すると、火災等の災害を招く恐れが
あり、危険です。 

9. 内部電子部品の破損を防ぐため、内部作業が必要な場合は、電源を切った上で、電源ケーブルをコンセントから
外し、20 秒以上経ってから作業を⾏ってください。 

10. 電源を切った直後はコンピューター内部に⾼温になっているパーツがあるため、十分冷却された状態になってから
作業を⾏ってください。 

11. 本マニュアルにおいては、コンピューターを動作させるために必要な設定を記載しております。 
それ以外の機能に関しては、お客様により十分にご利用方法をご確認の上のご利用をお願いします。誤った設
定やご利用方法により、ハードウェアの不具合や故障につながる恐れもございますので、ご注意ください。 
なお、ご不明な点は、当社相談窓口へメールでご相談ください。 

相談窓口︓ソシオネクスト 
相談窓口 URL︓http://www.socionext.com/jp/ → [お問い合わせ] → [お問い合わせフォームへ] 

12. 異⾳・異臭・発煙など、予期せぬトラブルが発⽣した場合は、すぐに電源をお切り頂いたのち、コンセントや電源
タップから電源ケーブルを外していただき、相談窓口までご連絡ください。また、上記の現象が発⽣した際、異常
発熱が発⽣する可能性がございます。火傷等の事故が無いよう、細心の注意をお願いいたします。 
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2. 本製品について 
 概要 

本製品は、CPUとしてSC2A11(ARM Cortex-A53 24Core)を使用したシングルボードコンピューターのソフトウェア開
発者むけ評価キットです。 
MicroATX 仕様として、ケースに組み込んで、キーボードやマウス、ネットワーク、ディスプレイが接続できますので、パソコ
ンと同等の使い勝⼿を実現しています。RTC を搭載してますので、設定した時刻を保持することができます。 
なお、OS としては Debian を推奨しており、動作確認済みです。 

 
 参考文書 

概要説明 
http://www.socionext.com/jp/products/assp/SynQuacer/Edge/ 
Linaro 社の技術文書 
https://www.96boards.org/documentation/enterprise/developerbox/ 
Debian によるインストール方法が記載されています。 

 
ご参照ください。 
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3. 同梱物 
 同梱内容 

 
以下の部品が同梱されていることをご確認ください。 

 
1. Mother Board (*1)  
2. Chassis (*2) 

P/N: BK623  
(INWIN 産業用 PC ケース IW-BK623/300-H E USB3.0 Black 300W SFX 電源搭載 MicroATX ミニ
タワーケース) 
URL: http://in-win.com.tw/Corporate/zh/goods.php?act=view&id=BK623 

3. DIMM 
P/N: CT4G4DFS824A (Crucial 4GB DDR4-2400 UDIMM) 
URL: http://www.crucial.jp/ProductDisplay?productId=551003&storeId=13152 

4. Graphic Card 
P/N: GT710-SL-1GD5 (GeForce GT 710 ビデオカード) 
URL: https://www.asus.com/jp/Graphics-Cards/GT710-SL-1GD5/ 

5. HDD 
P/N: WD10EZEX (1TB SATA600 7200) 
URL: https://www.wdc.com/ja-jp/products/internal-storage/wd-blue-pc-desktop-hard-drive.html 

6. SATA cable 
7. ATX power cord (*3) 
8. I/O Shielding 
9. その他（マニュアル類） 

・安全にお使いいただくために〜はじめにお読みください 
・製品保証について/保証規定 
・組⽴⼿順書 

  

4.Graphic Card 
5.HDD 

1.Mother Board

3.DIMM 

8.I/O 
Shielding 

7.ATX power 
code 

6.SATACable

2.Chassis 
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(*1) Mother Board に関する注意事項は下記「同梱物に関する注意事項」をご一読下さい。 
(*2) Chassis にはネジ一式が付属します。 
(*3) 出荷物には日本の PSE 認証のみに適合した Plug Type A(http://www.iec.ch/worldplugs/typeA.htm)の電

源コードが同梱されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 同梱物に関する注意事項 

1. PCIe I/F について 
全ての PCIe デバイスの動作を保証するものではありません。 

 
1-1. PCIe I/F 使用制限概要 

PCIe I/F には以下３点の使用制限があります。 
1-1-1. Memory アクセスは 32bit 以下のデータ幅をサポートしています。 
1-1-2. PCIe への IO アクセストランザクションは、32bit アライン且つ 32bit データサイズのトランザクションのみサ

ポートしています。 
1-1-3. Power Management 機能はサポートしていません。 

 
1-2. Graphic Card. 

Graphic Card 使用時には、以下 Patch の適用をお願いします。 
https://github.com/Linaro/rpk/commit/0b80cf5a08ae3b116c85f3958c039e72d2e03cf2 
Patch 適用の上で、動作確認している Graphic Card は以下です。 
 

製造元 型番 URL 

ELSA Geforce GT710 LP 2GB 
Passive 

http://www.elsa-jp.co.jp/products/productstop/gra
phicsboard/geforce/entry/geforce_gt710_lp_2gb
_passive/ 

ZOTAC 9600GT ECO 512MB 
256BIT DDR3  
(ZT-96TES3G-FSL) 

http://zotacusa.com/specsheet/ZT-96TES3G-FS
L.pdf 

ASUS Extreme N6600LE 
Silencer/TD/256M 

https://www.asus.com/Graphics-Cards/Extreme_
N6600LE_SilencerTD256M/specifications/ 

MSI N680 GTX-PM2D2GD5 https://jp.msi.com/pdf/presale/N680GTXPM2D2
GD5 

PNY VCGGTX580XPB http://www.pny.com/File%20Library/Support/PN
Y%20Products/LEGACY/GeForce%20Graphics/
PNY-GeForce-GTX-580-Liquid-Cooled-1536MB-
Brochure.pdf 

 
1-3. SSD 

動作確認している SSD(NVMe)は以下です。 
 
 
 
 
  

製造元 型番 URL 

Samsung MZ-V6E500B/IT http://www.samsung.com/semiconductor/minisite
/ssd/product/consumer/960evo/ 

同梱される電源プラグの形状
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2. Graphic Card 
ASUS 製 Graphic Card と nouveau ドライバの組み合わせにて、使用中に画面がハングアップするという事象が確
認されています。暫定対処として、以下をお試しください。 

 
2-1. スクリーンセーバーを OFF 

[Menu] → [Preference] → [Screen Saver] で設定画面に移動し、 
“Disable ScreenSaver” を選択ください。 

2-2. nouveau ドライバの設定更新 
以下のコマンドを実⾏し、nouveau ドライバの設定更新を実施してください。 
# echo “options nouveau config=NvClkMode=15” >> /etc/modprobe.d/nouveau.conf 
# update-initramfs –u –k all 
# reboot 

2-3. コンソール（ネットワークまたは USB シリアルポート(*)が利用可能）経由でコマンド入⼒ 
画面のハングアップ時にもシステムは動作中です。 
コンソール経由で、以下コマンドを実⾏してください。 
  > sudo systemctl restart lightdm 

(*)USB シリアルポートをコンソールとして使用する場合は、カーネルの起動時パラメータに以下を追加して 
ください。 
console=ttyAMA0,115200 

 
3. Autoboot 機能 

Autoboot 機能が有効の場合、電源ケーブルを接続しただけで自動的に電源が入ります。 
Autoboot 機能の有効／無効の切り替えは、下記の通り MCU ジャンパーで⾏います。 
 

無効 有効 

  
 
4. ATX power cord 

付属の ATX power cord は日本の PSE 認証のみの適合となっており、電源仕様は 100〜110V/300W となり
ます。お客様自身で使用する地域に適合し、電⼒要件に合った電流を流せるコードを用意される場合は、お客
様自身の責任により 100〜240V までご使用いただけます。 

 
5. 初期不良と交換対応 

不具合があった場合は、交換部品の配送によるお客様の交換修理対応となります。商品到着後は、製品保証
書に従い、顧客登録をしてください。顧客登録後、6 か月間は無償で対応し、それ以降の 6 か月間は有償で対
応致します（１年を経過した場合は対応を終了させていただきます）。詳しくは別紙の保証規定をご参照くださ
い。 
 

 お客様が準備するもの 
以下のものはお客様にてご用意ください。 

インターネットに接続できるネットワーク環境（インストール時必要） 
ディスプレイ（VGA / DVI / HDMI 接続のいずれも可能） 
キーボード（USB 接続） 
マウス（USB 接続） 
プラスドライバー（#2） 
 

以下のものは必須ではありませんが、準備することをお勧めします。 
⼿袋 
厚⼿の紙や布（作業場所をケースにより傷つかないよう保護します） 
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ミリネジ 
ネジ山小さい 

インチネジ 
ネジ山大きい

 
 ネジとドライバー 

使用するドライバー 
プラスドライバーの#2 を使用してください。 
これ以外はネジ山を破損したり、作業の際怪我の原因になります。 
 
使用するネジ 
キットには 2 種類のネジ（インチネジとミリネジ）が同梱されていますが、本機の組
み⽴てにはインチネジを使用します。 
ネジ山の間隔が広いものがインチネジです。間違ったネジの使用は部品の破損を招くため、事前に選別してから作業
することをお勧めします。 
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4. 組み⽴て 
4-1. 作業フロー 

 
  

パーツ箱の開梱 

マザーボードへの 
メモリ取付 

ケース箱の開梱 

ケースを開ける 

マザーボードの 
取付・配線 

取付・配線
確認 

問題個所を確認し 
修正する 

通電確認

問題個所を確認し 
修正する 

通電確認

部品破損の可能性あり
(当社にご連絡ください)

OS インストール 

ケースを閉める

終了

問題あり 

問題なし 

問題あり 

問題あり 

問題なし 

問題なし 
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4-2. 梱包箱の開梱 
梱包箱は、ケースと、ケース以外のパーツ一式の 2 個口が一つに梱包されています。 

 

1. ケース 
箱から取り出して、緩衝材を取り外します。 

  

2. ケース以外のパーツ一式 
二段に分けて収めてあります。 

 
  

ケース 

パーツ

梱包箱 取り出す 

Mother Board Other Parts 
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4-3. ケースの開け方／閉め方 
組⽴作業の際は、まず、ケースを開け、横置きにして⾏います。 

 ケースの開け方 
1. 背面から⾒て、向かって右側にあるネジを 2 本外

します。 
 

  

2. サイドカバー（ケース右側）に⼿を掛けて、⼿前に引き出し
ます。 
引出しが固く感じる場合があります。無理をすると怪我をす
る場合があります。 

3. 引き出したサイドカバーを外側に外します。 
4. ケースを横置きにします。 

 

 ケースの閉め方 
1. 外したサイドカバーを、ケースの後面側に少しずらした位置で

横から本体にはめて、ケース前面方向にスライドさせるように
して取り付けます。このとき、ケース中心とケース前面に爪が
ありますのでそこに引っかかるように、注意して引っ張りながら
前面に突き当てるように取り付けてください。 

なお、取付が固く感じる場合があります。無理をすると怪我をする場合があります。 
 

2. ケースを開けたときに外したネジを再び締めてサイドカバーを固定します。 
 
 

 注 意 
サイドカバー裏側やケース内部は鋭利な部分があります。また、ケース開閉の際、強めの⼒が必
要です。 
指を挟んだり、切ったり等の怪我をしないようにご注意ください。必要に応じて⼿袋をご使⽤くだ
さい。 

 
  

1. ネジを外す 

3. 外側に外す 

2. ⼿前に引出す 

下に押し付けながら前面
方向に引っ張る 
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4-4. マザーボードの取付準備（光学ドライブブラケット取り外し等） 
マザーボードの取付には、ケースの光学ドライブブラケッ
ト一式を取り外す必要があります。 

 

  

1. フロントベゼルを外す 
爪を外すと（3 か所）、フロントベゼルが前に倒れ
て、外すことができます。 

  

2. 光学ドライブブラケットを外す 
まず、⼿前のネジを外します（1 か所）。 

  

続いて、⼿前のフックをてこにして、ブラケットの角を軽く
つまんでブラケットを持ち上げると、ブラケットが外れま
す。 

 

 注 意 
⿊いカバーと⼀緒に外さず、ブラケットのみを外すようにしてください。 
両方⼀緒に外そうとすると、外れません。 
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3. 光学ドライブブラケットカバーを外す 
後部のつまみを持ち上げて外します。 

  

4. I/O パネルの取り付け 
ケース後部に I/O シールドをはめて取り付けます。
その後、LAN コネクタ側と USB コネクタ側の爪を
持ち上げておきます。 
 
ここまで作業を⾏うと、マザーボードが取り付けられ
ます。 

 
  

爪を持ち上げる 
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4-5. マザーボードの取付準備（メモリ取り付け） 
 

マザーボードをケースに取り付ける前に、メモリを取り付けておきます。メモリは 1 枚同梱されています。 
1. マザーボードとメモリは導電袋に梱包されていますが、これらを開梱し、導電袋の上に載せておきます。 

  

2. メモリスロット（DIMM2）のロック機構を解除します。

  

3. メモリスロット（DIMM2）にメモリを挿入します。 
 キー（切り⽋き）を合わせる。 
 ソケットにメモリが突き当たるまでまっすぐ押し込む。
 ロック機構を戻し、ロックする。 

 
 
参考 
メモリを増設する場合は次の仕様により取り付けます。 

規格 ＤＤＲ４－２１３３ 
使用できるメモリ 4GB, 1rank, UDIMM (最大構成 8GB = 4GB x 2) 

16GB, 2rank, RDIMM (最大構成 64GB = 16GB x 4) 
使用スロット １枚 ＤＩＭＭ２ 

２枚 ＤＩＭＭ２／ＤＩＭＭ４ 
４枚 ＤＩＭＭ１／ＤＩＭＭ２／ＤＩＭＭ３／ＤＩＭＭ４ 

備考 複数構成をとる場合は同じ種類のメモリを使用してください。また、３枚挿しに
することはできません。 

 
 

 注 意 
メモリを取り付ける前に、ケースに⼿を触れて、静電気を放電してください。また、メモリ、マザー
ボードとも、取り扱いは、両⼿でふちを持つようにし、⾦属部には直接指で触らないでください。
接触不良や静電破壊の原因になります。 
取り付けがうまくいかない場合は、無理に取り付けようとせず、いったんメモリを抜いてから取り付
け直してください。 

  

メモリ 

マザーボード 

DIMM4 

DIMM3 
DIMM1 

DIMM2 

DIMM2 

DIMM2 
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4-6. マザーボードの取付と配線 
1. マザーボードの取付 

 電源付属のケーブルと、ケースフロントパネルのケー
ブルを外に引出します。 

 I/O シールドから LAN コネクタと USB コネクタが出
るように注意して、マザーボードを載せます。 

 
その後、インチネジで固定します（8 か所）。 

 
2. 電源ケーブルの接続 

電源ケーブルのコネクタが 20 ピンと 4 ピンに分かれてい
ますので、これを組み⽴てて 24 ピンになるようにしま
す。 

 
コネクタはフックをマザーボードと合わせるようにして挿
入します。 

 

 注 意 
電源ケーブルのコネクタは逆挿し防止機構となっています。 
挿入がうまくいかない場合は、無理せずに挿しなおしてください。 
無理に挿入すると、コネクタを破損したり、電源ショートにより⽕災等の原因になります。 

 
3. フロントケーブルは、接続種類別にコネクタに捺印がし

てあります。 
POWER LED（2 ピン用）および、HDD LED、
RESET SW、POWER SW を使用します。 

各コネクタは、つぎのピンに挿してください。  

 コネクタ ピン  

 HDD LED SATA-LED  
 POWER LED PWR-LED  
 RESET SW J-RST-SW  
 POWER SW J-PWR-SW  

捺印を下向きにします。逆挿し防⽌機構はありませんので注意してください。 
 

LAN コネクタ 

組⽴できるようレール
状になっています。 

フック 

コネクタは POWER
LED の 3 ピン用以外
を使用します。 

下向き
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4. フロントケーブル（USB）の接続 
USB のフロントケーブルは２種類ありますが⿊いほう
のケーブル（USB3）のみ使用できます。 
コネクタには爪があり、逆挿しができないようになってい
ますので、爪を合わせてください。 
これはフロントパネル側の⻘い USB に接続されていま
す。 

 
5. グラフィックカードの取付 

拡張スロットブラケット押さえを指で外します。 

 
拡張スロットブラケットを、インチネジを緩めて外し、グラフィッ
クカードを拡張スロットに挿します。 
カードが拡張スロットの奥にきちんと当たるように挿してくださ
い。 
 
最後に、インチネジを元通りに締めて、拡張スロットブラケッ
ト押さえを元に戻してください。 
（拡張スロットブラケットは保管してください） 

 

  

ブラケット押さえ 

グラフィックカード 
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4-7. ハードディスクの取付 
1. マザーボードに SATA ケーブルを取り付けます

（SATA1 側）。 

 
2. ハードディスクベイにハードディスクを取り付けます。 

 
ネジ穴が 2 種類ありますが（FDD 用と HDD 用）、
HDD 用のネジ穴を使用してネジ⽌めします。 

 
3. ハードディスクベイにハードディスクを収納し、ねじを締

めます。 

 
4. SATA ケーブルと電源ケーブルをハードディスクに接続

します。 

4-8. ジャンパー設定 
MCU ジャンパーで Autoboot 機能の設定をします。 
ジャンパーの場所は「各部の名称」を参照してください。 
無効→電源プラグを接続し、電源スイッチを入れると電源
が入る 
有効→電源プラグを接続すると直ちに電源が入る 
目的に応じて設定してください。 

無効 有効 
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4-9. 電源投入前準備 
電源投入前に、まず、配線等の確認を⾏います。 
 メモリの取付確認 

ソケットから浮いてませんか︖ 
 電源ケーブル（24 ピンコネクタ） 

コネクタは浮いてませんか︖ 
 フロントケーブル（LED、USB） 

コネクタを正しい位置に挿してますか︖ 
また、浮きはありませんか︖ 

 グラフィックカード 
スロットから浮いてませんか︖ 

 ハードディスク 
SATA ケーブルおよび電源ケーブルはコネクタ浮き
がありませんか︖ 

以上に問題がなければ、外部にキーボード、マウス
（以上 USB）、ディスプレイ（VGA 接続）、ネット
ワークケーブル、電源ケーブルを接続してください。 

 

 注 意 
 キーボードとマウスは、前⾯と背⾯にある⻘⾊のUSBポート(USB3.0)が利⽤できます。 
前⾯にある⿊⾊のUSBポート(USB2.0)は動作しません。 

  

USB Port 

Power

Ethernet

Display

AC Inlet 

USB Port
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4-10. 電源投入と落とし方 
電源投入は、電源ボタンを押すことにより⾏います。 
次のことを確認してください。 
 電源ファンが回り、電源 LED が点灯すること 
 ディスプレイに“Linaro 96Boards”のロゴ画面が

出ること 
 動作中、異臭や異⾳、異常発熱がないこと 

もし正常動作しない場合は、配線や取り付けを確認
してください。 
また、電源を切る場合はデスクトップ画面で切るか、 
root で shutdown –h now”コマンドなどで切ります。 

 

 注 意 
1. 「異⾳がした」「焼けたような匂いがした」などの場合はすぐに電源プラグをコンセントから抜い

てください。 
故障や怪我の原因になります。 

2. 内部を確認する時は、ピンや板⾦の角などでケガをしないように充分注意してください。決し
て無理をしないで「⾃分で出来る範囲」でチェックを⾏ってください。 

 

4-11. OS のインストール 
4-11-1. ネットワークインストール方法 

下記に UEFI を用いて Debian をインストールする例を⽰しています。 
https://asciinema.org/a/146683 に⼿順が⽰してあります。また、その他、本機のシステム関連の記述が
https://www.96boards.org/documentation/enterprise/developerbox/ にありますのでご参照ください。 
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4-11-2.スタンドアローンによるインストール方法(非ネットワーク接続) 

■メディアの作成とインストール  

１）iso イメージを取得してください。 
http://people.linaro.org/~riku.voipio/ERP-17.12.1-arm64-DVD-1.iso 
２）１）により USB メモリーにインストールメディアを作成してください。（推奨） 
・ＣD または DVD に作成することもできます。 
・ＵＳＢメモリーは 8GB 以上を使用してください。 
３）本機からネットワークケーブルを取り外してください。 
４）本機に２）で作成したインストールメディアを接続し、起動してください。 
５）UEFI メニューの[Boot Manager]からインストール
メディアを選択してください。 

 

６）インストールを続⾏します。  

■補足情報  

７）ネットワーク設定 
スタンドアローン環境のため、ネットワーク設定を促される
ことがあります。 
“Do not configure the network at this time” 
を選択してください。 
 
 
 
 

 

８）ディスクパーティションの設定 
複数の選択肢がありますが、”use entire disk”を選択
することをおすすめします。 
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９）使用するカーネル 
使 用 可 能 な カ ー ネ ル が 表 ⽰ さ れ ま す が 、
“linux-Image-4.14.0-260-arm64” を選択してくださ
い。 

 

１０）ネットワークミラー 
メディアからのインストールに対しファイルを追加するため
のネットワークミラーの設定画面が表⽰されますが、”
No” を選択してください。 

 

１１）デスクトップの選択 
使用するデスクトップは、”LXDE” を推奨します。 

 

選択方法:  

“LXDE” を選択する場合、 
11-1)  上下キーでカーソルを[  ]...LXDE まで移動し
ます。 
11-2)  Space キーでチェックを追加します。 

[＊] … LXDE となることを確認してください。
11-3)  Tab キーで Continue へ移動します。 
11-4)  Enter キーで次へ進んでください。 
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■インストールの終了と起動  

１２）インストールしたら、本機を再起動します。 
起動時、Boot Manager が表⽰されますので debian を選択します。 
■Debian の設定 
１３）カーネルのアップデート 
カーネルを#275 もしくはそれ以上に更新してください。（下記の例では#288 になります） 
ネットワークが正常動作する場合 a) /etc/apt/sources.list に次の２⾏を追加してください。 

deb http://deb.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free 
deb-src http://deb.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free 
 
b) /etc/apt/sources.list.d/ に次の⾏を追加してください。 
deb http://obs.linaro.org/ERP:/17.12:/synquacer/ERP-17.12/ ./ 
 
c) 次のコマンドを入⼒し、アップデートの準備を⾏います。 
# apt-get update 
 
d) 次のコマンドを入⼒し、実際のアップデートを実施します。 
# apt-get install linux-image-4.14.0-288-arm64 
（版数が更新される場合があります） 
 

ネットワークが正常動作しない場
合 

e) 次の所からファイルを入⼿し、USB メモリーなどで本機にコピーしてください。 
http://obs.linaro.org/ERP:/17.12:/synquacer/ERP-17.12/arm64/ 
linux-image-4.14.0-288-arm64_4.14.44.linaro.288-1_arm64.deb 
（版数が更新される場合があります） 
 
g) 次のコマンドを入⼒し、カーネルのアップデートを実施します。 
#dpkg –i 
linux-image-4.14.0-288-arm64_4.14.44.linaro.288-1_arm64.deb 
（.deb のファイル名は、版数更新の場合がありますので、ダウンロードしたファイル
名に合わせてください） 
 

１４) nouveau ドライバの設定更新 
以下のコマンドを実⾏し、nouveau ドライバの設定更新を実施してください。 
# echo "options nouveau config=NvClkMode=15" >> /etc/modprobe.d/nouveau.conf 
# update-initramfs –u –k all 
# reboot 
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4-12. UEFI の使用方法 
1. boot option に入る 

起動時、boot option の画面がでるので、ESC を
押して boot option に入ります。 

 

2. Boot Manager に入ります。 

 
3. Install Debian Stretch(Linaro ERP) over 

HTTP に入ります。 

これ以降は、https://asciinema.org/a/146683 を参照願います。 
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4-13. ケースの組み⽴て 

1. 光学ドライブブラケットの取付 
光学ドライブブラケットの取付のため、ケーブルを脇
に寄せてください。 

 

外すときと逆の⼿順で光学ドライブブラケットを取
り付けます。 

 

2. フロントベゼルの取付 
フロントベゼルは、下部の爪をシャーシの穴に引掛
け、上部の爪をシャーシ外側に引っ掛けて固定し
ます。 

 

3. 最後に、ケースを閉めます。 

 

 

  

下に押し付けながら前面
方向に引っ張る 
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5. 使用方法 
5-1. 電源の入れ方 

電源を入れるときは、電源プラグをコンセントに差し込んだのち、電源ボタンを押して⾏います。 
ただし、Autoboot が有効になっている場合は電源プラグをコンセントに差し込んだだけで電源が入ります。 

 

5-2. 電源の切り方 

電源を切るときはデスクトップ画面で切るか、root 権限で shutdown –h now”コマンドなどで切ります。 
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6. 各部の名称 
 
 前面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 背面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

リセットボタン 

USB3.0 ポート(⻘⾊) 

LED（電源・HDD） 

 次の機能は使用できません。
 USB2.0 ポート（⿊⾊） 
 オーディオジャック 

AC インレット 

LAN ポート 

ディスプレイポート
(DVI/HDMI/VGA) 

USB3.0 ポート(⻘⾊) 
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 マザーボード 
 

  

LAN ポート（リアパネル用）

PCI Express 

USB3 
（フロントパネル用）

USB3 
（リアパネル用） 

DIMM4 

DIMM3 

DIMM1 

DIMM2 

DSW1〜3 

電源コネクタ (24P)

リチウム電池 
BR2032 

SATA1 SATA2 フロントパネル用
コネクタ 

拡
大

 

CPU 

設定 
DSW1:すべて OFF 
DSW2:bit3,4,5,6ON
それ以外は OFF 
DSW3:すべて OFF 
DSW4:すべて OFF 

寿命で劣化して交換す
る場合は、CR2032 で
代用可能です。 

UART 
(microUSB 変換)

I/O シールドを取り付け
てない状態でのみ使用
できます。 

LAN ポート 
使用できません

MCU ジャンパー

Autoboot 機能
有効 

Autoboot 機能
無効

Autoboot 機能
切替できます。 
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7. 定期点検について 
次のような症状がないか、半年〜1 年に一度程度点検してください。 
 電源ファンから異⾳がする 
 電源コードやプラグが異常に熱い 
 電源コードに深いキズや変形がある 
 電源プラグを挿しても起動しない 
 変なニオイがしたり、煙が出たりする 
 内部に⽔や異物が入った 
 その他の異常・故障がある 

 
上記のような異常が⾒つかった場合は、故障や事故防⽌のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず当社相談窓
口に点検・修理をご相談ください。 

相談窓口︓ソシオネクスト 
相談窓口 URL︓http://www.socionext.com/jp/ → [お問い合わせ] → [お問い合わせフォームへ] 

 

8. 推奨設置場所とお⼿入れについて 
8-1. 推奨設置場所 

本機の設置場所について、以下の条件でご使用ください。 
推奨設置条件 
次のような場所でお使いください。 
 
室内 
温度 10C〜35C(*) 
湿度 20%〜80%（結露しないこと） 
 
(*) 極端に温度が低い（１０℃以下）室内で電源を入れると本機が起動しないことがあります。 

その場合は、一度電源ケーブルを抜き、室内の温度を上げて 2 時間ほど放置してから電源を入れなおしてくださ
い。 
急激な温度変化で内部に結露が⽣じ、部品がショートし、故障の原因となるのを防ぎます。 

 
この条件以外で本機を使用すると、火災などの事故や、破損する、起動しなくなるなどのトラブルの原因となります。 
 
次のような場所は設置に適していません。 
 直射日光のあたる場所やストーブの近くなど熱くなりそうな場所 
 ⽔槽の近くや⽔場のそばなど湿気の多い場所 
 強い磁⽯や、電磁調理器など、強い磁界を発⽣する物の近く 
 裏面と側面が壁などから 10 cm 以上離して設置できない場所 
 振動や衝撃のある場所 
 屋外や埃の多いところ 
 不安定な場所や、⼈や物にぶつかりそうな場所 
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 使⽤上のご注意 
 通気口はふさがないでください。 
 ケーブルのコネクタを抜くときはケーブルを引っ張ったりせず、必ずコネクタ部分を持つようにし

てください。 
 「異⾳がする」「焼けたような匂いがする」などの場合は、直ちに使⽤を中止し、電源を切り電

源プラグをコンセントから外してください。電源や信号のコードを無理に曲げたり、物を乗せな
いようにしてください。 

 テーブルタップ等を使⽤する場合は、接続する機器の容量が、テーブルタップの容量を超えな
いようにしてください。 

 本機に飲み物や食べ物などをこぼさないようにしてください。 
 本機により⻑時間にわたる作業を⾏う場合は、必ず途中で休憩を取るようにしてください。休

憩時間は１時間につき１０分が目安です。 
 ⻑時間の使⽤などにより、⾝体の⼀部に不快感や痛みを感じた場合は、直ちに使⽤を中止し

てください。 
 ⻑期間使⽤しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
 本機は２４時間稼働に対応しておりません。 

 

8-2. お⼿入れについて  
 本機は精密部品の集まりです。こまめに清掃をおこなうことで故障などのトラブルを防ぎ、本機を⻑持ちさせること

ができます。清掃をおこなう際は必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で、周辺機器の接続を取り外してくだ
さい。 

 本体表面の汚れは乾いた布を使用して拭き取ります。汚れがひどいときは⽔に濡らしてよく絞った布を使用して拭
き取ってください。 
ただし、USB ポートやネットワークポート、電源インレットなど、通電部分に関連した箇所は濡れた布で拭かないで
ください。 

 本体や電源の通風孔、電源ファンに付着したホコリは電気掃除機を使用して吸い取ります。 
ホコリの付着がひどい場合は、ハケや使用済み⻭ブラシなどを併用するときれいに除去できます。 
ホコリが溜まると、本体の放熱能⼒が低下し、故障の原因になります。定期的なお⼿入れをおすすめします。 

 

9. 本製品の廃棄  
 日本国内の場合 

1. 本製品は、地方自治体の回収制度による廃棄ができません。自作パソコンと同等の扱いとなりますので、パソコ
ン 3R 推進協会に回収申し込みをしてください（有償）。 
http://www.pc3r.jp/home/pc3rassociation.html 
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10. 故障かな︖と思ったら 
故障と判断される前に、次の項目をご確認ください。 
 
症状 考えられる原因 対処方法 

電源が入らない 電源ケーブルが正しく接続されて
いない 

電源ケーブルがコンセントと AC インレットにしっか
り挿入されているか確認してください。 

確実に挿入されていることを確認するために、一
度取り外してから再度取り付けることをおすすめ
します。 

室温が低すぎる（10℃以下） 室内を充分暖めてから起動させてみてください。 

（→P28 「8-1.推奨設置場所」を参照） 

電源は入るが、画面に
何も表⽰されない 

本機がディスプレイに正しく接続さ
れていない 

ディスプレイと本機を接続するケーブルがしっかり
と取り付けられていることを確認してください。 

確実に挿入されていることを確認するために、一
度取り外してから再度取り付けることをおすすめ
します。 

またディスプレイの電源が入っており、本機からの
信号を表⽰する設定になっているか、モニターの
設定を確認してください。 

ネットワークに接続でき
ない 

LAN ケーブルが外れている LAN ケーブルがきちんと接続されているか確認
してください。 

LAN ケーブルや、ケーブルのコネク
タに損傷がある 

LAN ケーブルを交換してください。 

ハブなど、ネットワーク機器の電源
が入っていない 

ネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、電源
を入れてください。 

ネットワーク機器が正常に動作し
ていない 

ネットワーク機器のマニュアルをご覧になり正常に
動作していることを確認してください。 

  



 

Socionext Inc. 
SynQuacer E-Series 組⽴⼿順書 
http://www.socionext.com/ 

31/32 Copyright 2018

 

 
症状 考えられる原因 対処方法 

USB 機器（キーボー
ド、マウス）が使えない

ケーブルが正しく接続されていない ケーブルを正しく差し込まれているか確認してく
ださい。 

また、使用できる USB ポートは USB3.0 ポート
（⻘⾊コネクタ）だけです。それ以外は使用で
きません。 

USB ハブを介して他の機器を接
続している 

接続機器により、電⼒不足になる場合がありま
す。キーボード、マウス以外の USB 機器を取り
外すか、電源供給型の USB ハブを使用してく
ださい。 

接続機器（キーボード、マウス）
が故障している 

他の動作する機器と交換してみてください。 

上記の対処方法で解決しない 本機を再起動して、USB 機器を接続し直して
ください。 

夏場など、気温の⾼い
時期にパソコンが停⽌
して操作不能になる
（フリーズする） 

通気口が異物（ほこりなど）で
塞がっていて、冷却機能が低下し
ているため内部の温度が上昇して
いる 

異物を除去してください。 
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11. Ｑ＆Ａ 
Q. UEFI メニューで Install Debian Stretch(Linaro ERP) over HTTP に入れません。 
A. LAN ポートに有効なネットワークが接続されてないと Debian インストールが選択できません。接続を確認してくだ

さい。 
Q. Proxy サーバ経由で Install Debian Stretch(Linaro ERP) over HTTP によるインストールがうまくゆきません。 
A. Proxy サーバ経由でインストールするとうまくゆかない場合があります。この場合は、Proxy サーバを経由しない環

境でインストールしてください。 
Q. 電源プラグを入れただけで電源が入ります。 
A. Autoboot 機能が有効になっている場合があります。MCU ジャンパーの設定を確認してください。 

 

12. 仕様 
品名 SynQuacer E-Series(96Boards Enterprise Edition 準拠) 

品番 SC0FQAA-B 

ファクター MicroATX 

ＣＰＵ SynQuacer SC2A11 （Arm Cortex-A53 24 コア搭載） 

メモリ DDR4-2133 
（最小構成:4GB  1/UDIMM/ECC なし最大構成:16GB  4/RDIMM/ECC あり） 

計時機能 リアルタイムクロック搭載 

Ｉ／Ｏ USB3  4、Gigabit Ethernet 1 

VGA  1/DVI-D  1/HDMI  1（ビデオカード） 
SATA  2 
PCIe Gen2（RC のみ）︓1 レーン 2、16 レーン 1（グラフィックボードで占有） 

電源 100-110V/300W（最大）(*1) 

電⼒ 約 30W (マザーボードに、GT710-SL-1GD5 ビデオカード / WD10EZEX ハードディスク
/ 4GB DDR4-2400 メモリ を搭載時) 

動作環境 温度 10C〜35C／湿度 20%〜80%（結露しないこと） 

寸法 323  140  322 mm 

重量 5.80 kg (ケース/マザーボード/グラフィックカード/ハードディスク/メモリ含む) 

(*1)お客様自身で利用地域に適合し、電⼒要件を満たす電源コードを用意した場合は自己責任により 100〜
240V まで使用可。 
 

13. 各国での使用について 
使用される国によっては、法規上の⼿続きが必要になる場合があります。法令を遵守し、お客様の自己責任でご使
用をお願いします。 

 

14. お問い合わせ 
 問い合わせ窓口 

相談窓口 URL︓http://www.socionext.com/jp/ → [お問い合わせ] → [お問い合わせフォームへ] 
 参照文献 

https://www.96boards.org/documentation/enterprise/developerbox/をご参照ください。 
 

株式会社ソシオネクスト 
222-0033  神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 10 番 23（野村不動産新横浜ビル） 
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