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概要

この文書はハングする Cisco Integrated Management Controller （CIMC） GUI に Firefox がバー
ジョン 55 および それ 以降にアップデートされた後ロードされる間、解像度を提供したものです
。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ。●

Cisco Integrated Management Controller （CIMC）。●

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報はフラッシュ プレイヤーを必要とするファームウェア 2.0(x) お
よびそれ以前リリースを動作するスタンドアロン UCS C シリーズ サーバに基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

注: CIMC GUI がアクセスされるとき、管理クライアントはブラウザ、オペレーティング シ
ステムおよび Javaランタイム環境 （JRE）の点では CIMC リリース ノートで述べられる最
小システム要件を満たすか、または超過する必要があります:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-
management-controller/products-release-notes-list.html

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-management-controller/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-management-controller/products-release-notes-list.html


背景説明

この動作は 2017 年 8月 8 日もたらされたバージョン 55.0 への Firefox アップデートの後で観察
されました。

Mozilla アップデート履歴はイメージに示すようにそれぞれをインストールに成功された更新の、
表示します:

Firefox 55.0 リリースに関するリリース ノートによって、それらは Adobe flash に差込式クリッ
クにアクティブ化をデフォルトでし、http:// および https:// URL 方式でだけ許しました:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/55.0/releasenotes/

詳細については Firefox 差込式道路地図を参照して下さい: https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Plugins/Roadmap

アクティブになることを頼むべき Firefox セット内の Adobe flash プラグイン アプリケーション
は CIMC GUI にログオンの後でフラッシュ プレイヤーを必要とすること（衝撃波フラッシュ）が
それプロンプトを与えない間。 ただしこの長方形が押された後、イメージに示すようにアドレス
バーの左端の方にブランク長方形を、差込式通知アイコン現われます、見ます:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/55.0/releasenotes/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Roadmap
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Roadmap


プラグインをアクティブにするためにメッセージか通知アイコンをクリックする場合 Firefox は 2
つのオプションとプロンプト表示します:

今割り当て: 単一アクセスのためのだけアクティブ化フラッシュ。●

割り当て、覚えて下さい: アクティブ化はそのサイトにすべての未来のアクセスのために点滅
します。

●

プラグインを許可すれば、抜けた内容は普通ロードされます。 （それがページおよび試みを）再
度リロードしなければ。

問題： CIMC GUI はロードされる間、ハングします

ユーザ名 および パスワードを入力した後、CIMC ページは更にロードされ、間、決して続行しま
せんハングしません。 CIMC IP は ping 可能であり、ユーザセッションが利用されることをコマ
ンドとして設定される TCP GUI セッションがあることがわかるところで SSH 作業はうまく示し
ます。 この場合 TCP 三方ハンドシェイクはうまく確立されますが、ロードされると同時に GUI
がハングすることをブラウザは示します。

問題はバージョン 55 および それ 以降に Firefox ブラウザをアップデートした後、そしてフラッ
シュ プレーヤーがブラウザ内の日付までなければ CIMC 2.0(x) およびそれ以前リリースのために
再生可能です。

注: 問題はフラッシュ プレイヤーを必要としないので CIMC 3.0(x) と再生可能ではないです
。

このイメージはログインする前に CIMC GUI を示します。



これはログインした後イメージです。

このコマンドが示すとき、ログオンがイメージに示すように設定される TCP GUI セッションを
示した後 SSH セッションはへの CIMC、ユーザセッション利用されます。



解決策

フラッシュ差込式がバージョン 55 に Firefox アップデートの後でアクティブになることを頼むよ
うに設定される間、ブランク長方形によって差込式が通知を表示することを手動で可能にするこ
とができます。 プラグインを自動的に実行したいと思う場合 Mozilla ブラウザで常にアクティブ
になり、Adobe Flash Player が日付まであるようにするために衝撃波フラッシュ プラグインの設
定を変更して下さい。 それから CIMC GUI はうまくロードされます。

注: フラッシュ プレイヤーには 3 つの異なる型があります: Internet Explorer のための
ActiveX バージョン、ブラウザに構築される Chrome バージョンおよび Firefox のための差
込式バージョン。

これは FireFox の Adobe Flash Player を自動的に有効に する手順です:

ステップ 1. Firefox ブラウザを、右上隅で開き、3 バー アイコンをクリックし、イメージに示す
ように追加項目を、選択して下さい:



 呼び出します。 左側で、プラグインをクリックして下さい。 それから衝撃波フラッシュをクリ
ックし、イメージに示すようにアクティブ化を、常に選択して下さい:

 また衝撃波がフラッシュ プラグイン最新であることを、オプションに、ナビゲートそうするため
に、確認すれば選択するためにイメージに示すように更新があるように、確認して下さい:



Adobe flash の最新バージョンがあり、この Webサイトを参照し、各ブラウザがあるようにそれ
ぞれ確認するかどうか確認するために、それはおよび最新バージョンの表持っている最新バージ
ョンを示します:

http://get.adobe.com/flashplayer/about/

CIMC は設定が常にアクティブになるために変更されるときフラッシュ プラグインがブランク長
方形によって手動でイネーブルになっているか、または自動的にと同時にうまくロードされます
。 また衝撃波フラッシュ プラグインが日付まであるようにして下さい。

関連情報

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://support.mozilla.org/en-US/kb/why-do-i-have-click-activate-plugins●

http://get.adobe.com/flashplayer/about/
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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