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はじめに

本書『Sun Blade X6240 サーバーモジュールオペレーティングシステムインストール
ガイド』では、サーバーモジュールを使用できる状態にするまでの手順 (オペレー
ティングシステムのインストールとソフトウェアの初期構成) を説明します。

製品のアップデート
ダウンロードが可能な Sun Blade X6240 サーバーモジュール製品のアップデートにつ
いては、次の Web サイトを参照してください。

http://www.sun.com/download/index.jsp.

該当するハードウェアドライバのセクションを見つけ、「X64 Servers & Workstations 
(X64 サーバーおよびワークステーション)」をクリックします。Sun Blade X6240 
サーバーモジュールのサイトでは、ファームウェアとドライバのアップデートに加
え、CD-ROM .iso イメージが提供されています。

関連ドキュメント
Sun Blade X6240 サーバーモジュールのドキュメントセットについては、server 
module に付属している『Sun Blade X6240 サーバーモジュールご使用の手引き』
(820-5300) を参照するか、製品のドキュメントサイトをご覧ください。次の URL を
参照し、Sun Blade X6240 のドキュメントのページに移動してください。

http://docs.sun.com/
ix



これらのドキュメントの一部については、上記の Web サイトでフランス語、簡体字
中国語、繁体字中国語、韓国語、日本語の翻訳版が入手可能です。英語版は頻繁に改
訂されており、翻訳版よりも最新の情報が記載されています。

システムにプリインストールされている Solaris については、
http://www.sun.com/software/preinstall を参照してください。

サポートとトレーニング

UNIX コマンドの使用
本書は、システムのシャットダウン、システムのブート、デバイスの構成など、基本
的な UNIX® コマンドに関する情報を含んでいない可能性があります。これらの情報
については、次のドキュメントを参照してください。

■ システム付属ソフトウェアのドキュメント

■ 次の場所にある Solaris™ オペレーティングシステムのドキュメント

http://docs.sun.com

サードパーティーの Web サイト
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。

Sun の部門 URL

サポート http://www.sun.com/support/

トレーニング http://www.sun.com/training/
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表記上の規則

コメントをお寄せください
Sun 社は、ドキュメントの改善を常に心がけており、皆様のコメントや提案を歓迎い
たします。コメントは次のサイトからお送りください。

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

フィードバックには、次に示す本書のタイトルと部品番号を記載してください。

『Sun Blade X6240 サーバーモジュールオペレーティングシステムインストールガイ
ド』、部品番号 820-5275-10

字体*

* ご使用のブラウザの設定によっては、表示内容が多少異なる場合もあります。

意味 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディ
レクトリ名、および画面上のコ
ンピュータ出力を示します。

.login ファイルを編集します。

ls -a を使用してすべてのファイルを表
示します。

% You have mail.

AaBbCc123 ユーザーが入力する文字を、画
面上のコンピュータ出力とは区
別して示します。

% su

Password:

AaBbCc123 書名、新しい用語、強調する語
句、および変数を示します。変
数の場合には、実際に使用する
特定の名前または値で置き換え
ます。

『User's Guide (ユーザーズガイド)』の
第 6 章を参照してください。

これらはクラスオプションと呼ばれます。

これを行うには、スーパーユーザーであ
る必要があります。

ファイルを削除するには、rm <ファイル
名> と入力します。
はじめに xi
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章第 1

概要

この章では、Sun Blade X6240 サーバーモジュールにオペレーティングシステム (OS) を
インストールするプロセスの概要について説明します。この章には次の節があります。

■ 「Sun Fire X6240 サーバーモジュールへのオペレーティングシステムのインストー
ルについて」(1 ページ)

■ 「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)

■ 「インストールの前提条件」(2 ページ)

■ 「インストール手順」(3 ページ)

■ 「インストールオプション」(3 ページ)

■ 「関連ドキュメント」(4 ページ)

注 – このドキュメントでは、サポートされている Solaris™、Linux、および 
VMware OS のインストールについてのみ説明します。Sun Blade X6240 サーバーモ
ジュールに Microsoft Windows Server 2003/2008 オペレーティングシステムをイン
ストールする手順については、『Sun Blade X6240 サーバーモジュール Windows オペ
レーティングシステムインストールガイド』(820-5280) を参照してください。

Sun Fire X6240 サーバーモジュールへの
オペレーティングシステムのインストー
ルについて
サポートされているオペレーティングシステム (OS) の配布方法にはいくつもあり、そ
れぞれに何種類かのインストール方法があります。本書は、あくまで一般的なガイド
です。詳細な手順については参照先の手順に従ってください。
1



サポートされているオペレーティング
システム
Sun Blade X6240 サーバーモジュールには、Solaris 10 OS があらかじめインストールさ
れていますが、 次のオペレーティングシステムをインストールすることもできます。

■ Solaris 10 5/08 以降

■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4.6、32 ビット版および 64 ビット版

■ RHEL 5.1、64 ビット版

■ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 SP1、64 ビット版

■ VMware ESX Server 3.5 Update 1

■ Microsoft Windows Server 2003 Enterprise R2 SP2、32 ビット版および 64 ビット版

■ Microsoft Windows Server 2008 Enterprise および Datacenter、32 ビット版および 
64 ビット版

注 – Sun Blade X6240 サーバーモジュールの起動ディスクには、Solaris 10 5/08 オペ
レーティングシステムまたは Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 
オペレーティングシステムがプリインストールされています。

注 – Windows オペレーティングシステムを Sun Blade X6240 サーバーモジュールに
インストールする手順については、『Sun Blade X6240 サーバーモジュール Windows 
オペレーティングシステムインストールガイド』(820-5280) を参照してください。

インストールの前提条件
OS のインストールを開始する前に、次の準備作業を完了してください。

■ サーバーハードウェアを設置します。

■ サービスプロセッサを構成します。

■ Sun Blade X6240 サーバーモジュールにインストールされている ILOM とシャーシ
監視モジュール (CMM) にインストールされている ILOM のバージョンが同じであ
ることを必ず確認してください。ILOM は、バージョン 2.0.3.9 をお勧めします。

■ IP アドレスおよびネットマスクなどの必要な情報を収集します。
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インストール手順
第 2 章 (RHEL)、第 3 章 (SLES)、第 4 章 (Solaris)、および第 5 章 (VMware) には、こ
れらのオペレーティングシステムを手動でインストールするために必要な情報が記載
されています。

ヒント – Sun Installation Assistant (SIA) を使用して、Red Hat Enterprise Linux お
よび SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムをインストールするこ
とをお勧めします。SIA は、これらのオペレーティングシステムをサーバーにインス
トールするときに役立つ便 利 なフロントエンドアプリケーションです。オペレー
ティングシステムに付属している標準インストールユーティリティーと手順を補足す
るもので、それに代わるものではありません。詳細は、『Sun Installation Assistant 
User's Guide (Sun Installation Assistant ユーザーズガイド )』(820-3357) を参照して
ください。

インストールオプション
オペレーティングシステムをインストールする方法は、次の 3 とおりあります。

■ ローカル CD からのインストール。サーバーでオペレーティングシステムをイン
ストールするには、Sun Blade X6240 サーバーモジュールの前面スロットに接続さ
れたドングルケーブルを使用する必要があります。ドングルには、物理 USB CD 
ドライブ、キーボード、マウス、モニターを接続することができます。装備の内
容によっては、USB ハブを使って利用可能な USB ポートの数を増やす必要があり
ます (Sun で提供しているドングルには、USB ポートが 2 つしかありません)。

■ リモートコンソールインストール。ILOM リモートコンソールアプリケーション
を使って、ネットワーク上のサーバーからオペレーティングシステムをインス
トールできます。この場合、ILOM 2.0 以降をお勧めします。Sun Blade X6240 
サーバーモジュール用の ILOM 2.0.3.9 ファームウェアは、製品のダウンロード
ページ (http://www.sun.com/downloads) からダウンロードできます。

■ PXE ブート。 Sun Blade X6240 サーバーモジュール用のネットワークポートは、
シャーシの背面に設置された Network Express Module (NEM、NEM+) または 
PCI エクスプレスモジュール (PCI EM) を通じて提供されます。
第 1 章 概要 3



関連ドキュメント
■ 『Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストール)』

(http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-0323)

■ 『Red Hat Enterprise Linux System Administration Guide (Red Hat Enterprise Linux 
システム管理ガイド)』
(https://www.redhat.com/docs/manuals/enterprise/)

■ 『SUSE Linux Enterprise Server 10 Installation and Administration Guide (SUSE 
LINUX Enterprise Server 10 インストールおよび管理ガイド)』 – 最初のインストー
ル CD の docu ディレクトリにある sles-admin.pdf ファイル

■ 『Installation and Upgrade Guide for VMware Infrastructure (VMware Infrastructure 
インストールおよびアップグレードガイド)』
(http://www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html)

■ 『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド』
(http://docs.sun.com/app/docs/doc/820-2698-10?l=ja)
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章第 2

Red Hat Enterprise Linux の
インストール

この章では、Sun Blade X6240 サーバーモジュールに Red Hat Enterprise Linux を手
動でインストールする方法について説明します。この章には次の節があります。

■ 「Red Hat Enterprise Linux のインストールについて」(5 ページ)

■ 「RHEL オペレーティングシステムのインストールの準備」(8 ページ)

■ 「配布メディアからの RHEL オペレーティングシステムのインストール」(9 ページ)

■ 「RHEL オペレーティングシステムのアップデート」(22 ページ)

■ 「リモートコンソールアプリケーションを使用した RHEL OS のインストール」
(11 ページ)

■ 「PXE を使用した Red Hat Enterprise Linux のインストール」(12 ページ)

Red Hat Enterprise Linux の
インストールについて
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) オペレーティングシステムを Sun Blade X6240
サーバーモジュールにインストールする方法は、他の Intel や AMD Opteron サーバー
にインストールする場合とほとんど変わりません。RHEL をサーバーにインストール
する最も一般的な方法は、次の 2 通りです。

■ RHEL 配布メディアからのインストール

■ Preboot Execution Environment (PXE) ネットワークサーバーに保存されている 
RHEL OS (インストールツリー ) からの KickStart による自動インストール
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ヒント – Sun Installation Assistant (SIA) を使用して、Red Hat Enterprise Linux オ
ペレーティングシステムをインストールすることをお勧めします。SIA は、これらの
オペレーティングシステムをサーバーにインストールするときに役立つ便 利 なフロ
ントエンドアプリケーションです。オペレーティングシステムに付属している標準イ
ンストールユーティリティーと手順を補足するもので、それに代わるものではありま
せん。詳細は、『Sun Installation Assistant User's Guide (Sun Installation Assistant 
ユーザーズガイド )』(820-3357) を参照してください。

Red Hat のインストールと管理ドキュメント

RHEL OS を Sun Blade X6240 サーバーモジュールにインストールする前に、次の
RHEL ドキュメントを参照してください。

表 2-1 RHEL の関連ドキュメント

ドキュメント名 説明 入手場所

README ファイル 使用するバージョンの RHEL 
OS のシステム要件およびシ
ステム構成についての最新情
報が含まれています。

RHEL CD1、および次のサイトから取
得できます。
http://www.redhat.com/docs/ 

『Red Hat Enterprise 
Linux Quick 
Installation Guide (Red 
Hat Enterprise Linux 
クイックインストー
ルガイド)』

RHEL のインストールに役立
つ情報を含む簡易ガイドの印
刷版です。

RHEL 配布メディアに含まれています。

『Red Hat Enterprise 
Linux Installation 
Guide (Red Hat 
Enterprise Linux イン
ストールガイド)』

印刷版クイックインストール
ガイドの完全版です。

Red Hat ドキュメント CD、および次
のサイトから取得できます。
http://www.redhat.com/docs/

『Red Hat Enterprise 
Linux Introduction to 
System Administration 
(Red Hat Enterprise 
Linux システム管理入
門ガイド)』

RHEL システム管理者のため
の入門情報です。

次のサイトからダウンロードできます。
http://www.redhat.com/docs/ma
nuals/enterprise/
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RHEL インストールの作業マップ

表 2-2 で、インストール手順が本書のどの節で説明されているかを確認してください。

『Red Hat Enterprise 
Linux System 
Administration Guide 
(Red Hat Enterprise 
Linux システム管理ガ
イド)』

RHEL OS をカスタマイズす
るための情報です。

次のサイトからダウンロードできます。
http://www.redhat.com/docs/ma
nuals/enterprise/

『System 
Administration for 
Diskless Booting (ディ
スクレスブートのシ
ステム管理)』 

サーバーと Red Hat Linux を
ディスクレスでブートするた
めの構成情報です。

Red Hat の Web サイト 
(http://www.redhat.com/docs/m
anuals/enterprise/) から『Red 
Hat Enterprise Linux Installation Guide 
for the x86, Itanium™, and AMD64 
Architectures (Red Hat Enterprise Linux 
x86、Itanium™、AMD64 アーキテク
チャー用インストールガイド)』として
ダウンロードできます。

『Red Hat Enterprise 
Linux Security Guide 
(Red Hat Enterprise 
Linux セキュリティガ
イド)』

RHEL OS のセキュリティに
関するガイドです。

次のサイトからダウンロードできます。
http://www.redhat.com/docs/ma
nuals/enterprise/RHEL-4-
Manual/ja/

表 2-2 RHEL インストールの作業マップ

インストール作業 関連する節

使用するシステムおよびネットワークに関す
る情報を収集します。

「RHEL オペレーティングシステムのインス
トールの準備」(8 ページ)

ローカルまたはネットワークに接続された CD 
または DVD ドライブを使用して、配布メディ
アから RHEL をインストールします。

「配布メディアからの RHEL オペレーティング
システムのインストール」(9 ページ)

RHEL OS ファイルとドライバをアップデート
します。

「RHEL オペレーティングシステムのアップ
デート」(22 ページ)

表 2-1 RHEL の関連ドキュメント (続き)

ドキュメント名 説明 入手場所
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RHEL オペレーティングシステムの
インストールの準備
RHEL OS は、ローカル CD/DVD またはネットワークからインストールできます。た
だし、どのインストール方法を使用する場合でも、事前にシステムとネットワークに
関する情報を収集しておく必要があります。RHEL OS のインストールを開始する前
に、この章を読み、使用するインストール方法の手順を確認してください。

アップデートされた RHEL オペレーティング
システムメディアキットの入手

Sun Blade X6240 サーバーモジュールは、RHEL OS (RHEL 4.6 および RHEL 5.1) の
最新バージョンをサポートします。これらのバージョンをサーバーモジュールにイン
ストールするには、RHEL 4.6 または RHEL 5.1 のアップデートメディアキットを
http://rhn.redhat.com からダウンロードする必要があります。

この Web サイトに企業アカウント情報を使ってログインし、アップデートされた .iso
イメージをダウンロードします。Red Hat Enterprise のアカウントとは、RHEL アッ
プデートメディアキットを購入後に Red Hat のサポートネットワークにアクセスす
るために顧客自身が作成するアカウントです。

追加ソフトウェアアップデートまたはパッチ

RHEL OS をサーバーモジュールにインストールしたら、アップデートまたはパッチ
を使用して OS をアップデートする必要がある場合があります。詳細は、「RHEL オペ
レーティングシステムのアップデート」(22 ページ) を参照してください。
8 Sun Blade X6240 サーバーモジュールオペレーティングシステムインストールガイド • 2008 年 8 月

http://rhn.redhat.com


配布メディアからの RHEL オペレー
ティングシステムのインストール
RHEL ではテキストモードとグラフィカルユーザーインタフェースを使用して、ロー
カル配布メディアから OS をインストールして構成できます。boot プロンプトで、使
用するインタフェースを選択できます。この節では、両方のオプションについて説明
します。

開始前のご注意

CD から RHEL OS をインストールするには、次の手順に従います。

1. RHEL のアップデートメディアキットを http://rhn.redhat.com からダウン
ロードします。

「アップデートされた RHEL オペレーティングシステムメディアキットの入手」
(8 ページ) を参照してください。

2. RHEL OS をインストールする。

3. RHEL OS をアップデートします。

「RHEL オペレーティングシステムのアップデート」(22 ページ) を参照してください。

必要なアイテム

配布メディアからインストールするには、次のアイテムが必要です。

■ 次の 4 つのアイテムを装着した Sun Blade X6240 サーバーモジュール

■ USB キーボードおよびマウス

■ USB 接続 CD/DVD ドライブ

■ モニター

■ Sun Blade X6240 サーバーモジュールの前面スロットに差し込むマルチポート
ドングルケーブル。『Sun Blade X6240 サーバーモジュール設置マニュアル』
(820-5247) を参照してください。

■ RHEL OS メディア CD-ROM セット
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▼ ローカル配布メディアから RHEL を
インストールする

1. マルチポートドングルケーブルを Sun Blade X6240 サーバーモジュールの前面にあ
るコネクタに接続します。

詳細は、『Sun Blade X6240 サーバーモジュール設置マニュアル』(820-3968) を参
照してください。

2. CD/DVD ドライブの USB コネクタをドングルケーブルの USB ポートに接続し
ます。

3. システムの電源を入れます。

4. Sun Blade X6240 サーバーモジュールに接続された DVD/CD ドライブに RHEL 
配布 CD-ROM 1 を挿入し、サーバーをリブートします。

サーバーが CD-ROM から起動し、boot プロンプトが表示されます。

挿入した CD-ROM が認識されない場合は、『Sun Blade X6240 サーバーモジュー
ルご使用にあたって』(820-5285) を参照してください。

5. boot プロンプトで、次のいずれかを選択します。

■ テキストモードの場合は、次のコマンドを入力します。

boot: linux text

■ グラフィカルモードを使用する場合は、Enter キーを押します。

6. これ以降のインストール作業については、『Red Hat Enterprise Linux Installation 
Guide (Red Hat Enterprise Linux インストールガイド)』を参照してください。

7. OS のインストールが完了したら、「RHEL オペレーティングシステムのアップ
デート」(22 ページ) に進みます。

8. RHEL ドライバをアップデートします。

「RHEL ドライバをアップデートする」(21 ページ) を参照してください。
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リモートコンソールアプリケーションを
使用した RHEL OS のインストール
この節では、Integrated Lights Out Manager (ILOM) リモートコンソールアプリケー
ションを使用して、サーバーに RHEL OS をインストールする方法を説明します。

ILOM リモートコンソールアプリケーションを使用して、RHEL 4.6 以降の OS をイン
ストールするには、次の手順に従います。

注 – 次の手順についての詳細は、『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザー
ズガイド』(820-2698) を参照してください。このドキュメントでは、ILOM サービス
プロセッサの Web インタフェースを使用してコンソールをリモートコンソールにリ
ダイレクトする方法について詳しく説明しています。

▼ ILOM リモートコンソールアプリケーションを
使用して RHEL をインストールする

1. RHEL のインストール CD/DVD を用意するか、これに相当する ISO イメージを検
索します。

2. ILOM サービスプロセッサの Web インタフェースに接続します。

3.「Remote Control (リモートコントロール)」タブ、「Mouse Mode Settings (マウ
スモード設定)」タブの順に選択します。

4. 必要に応じて、マウスモードを「Relative (相対)」モードに変更します。

詳細は、『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド』(820-2698) 
のリモートコンソールアプリケーションに関する章を参照してください。

5.「Redirection (リダイレクト)」タブを選択します。

6.「Launch Redirection (リダイレクトの起動)」ボタンをクリックして、
JavaRConsole アプリケーションを起動します。

7. JavaRConsole にログインします。

8.「Devices (デバイス)」メニューの「Keyboard and Mouse (キーボードとマウス)」
を選択し、キーボードとマウスのリダイレクトを開始します。
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9. CD/DVD のリダイレクトを開始します。

JavaRConsole の「Devices (デバイス)」メニューから CD をリダイレクトする方
法は、次の 2 とおりあります。

■ リモートコンソールの CD ドライブに実際に CD-ROM を挿入する場合は、
ドライブに CD-ROM を挿入し、「CD-ROM」を選択します。

■ リモートコンソールにインストールされている ISO イメージを使用する場合
は、「CD-ROM Image (CD-ROM イメージ)」を選択し、ISO ファイルの場所を
指定します。

10. ILOM Web インタフェースを使用してサーバーの電源を入れます。

11. boot プロンプトが表示されたら、linux text と入力します。

12. インストール前に CD メディアをテストするプロンプトが表示されたら、メディ
アのテストを実行しない場合は「Skip (スキップ)」を選択します。

13. これ以降のインストール作業については、『Red Hat Enterprise Linux Installation 
Guide (Red Hat Enterprise Linux インストールガイド)』を参照してください。

PXE を使用した Red Hat Enterprise 
Linux のインストール
Sun Blade X6240 サーバーモジュールのオンボードネットワークインタフェースカー
ド (NIC) は、ネットワーク起動プロトコルである Preboot Execution Environment
(PXE) に対応しています。サーバーモジュールのシステム BIOS およびネットワーク
インタフェース BIOS は、動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーについて確認
するクエリーをネットワークに自動的に送信します。ネットワークで該当する DHCP
サーバーがすでに構成され、同じネットワーク上で PXE プロトコルおよび PXE イ
メージサーバーを使用できる場合は、サーバーモジュールの BIOS を使用して Red
Hat Enterprise Linux (RHEL) 起動イメージをインストールできます。

ヒント – PXE は、複数の Sun Blade X6240 サーバーモジュールが同じ構成になるよ
うにセットアップできる高性能で便 利 なソリューションです。
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PXE を使用した RHEL インストールの作業マップ

ネットワークに PXE がセットアップされていない場合に PXE を利用してネットワー
クに RHEL をインストールするには、次の作業を行う必要があります。

RHEL の PXE インストールをサポートするための
ネットワークの事前構成

この節では、RHEL OS を PXE を使ってサーバーモジュールにインストールできるよ
うに、RHEL OS が動作するネットワークを事前構成する方法を説明します。ここで
は、ブート可能なサーバーで RHEL OS の 1 つのバージョンが PXE サーバーとして動
作していることを想定しています。

PXE を使用してインストールできるようにネットワークを事前構成するには、次の手
順に従います。

■ DHCP サーバーを構成します。

「DHCP サーバーを構成する」(14 ページ) を参照してください。

■ portmap をインストールします。

「DHCP サーバーに portmap をインストールする」(15 ページ) を参照してください。

■ TFTP サービスを構成します。

「DHCP サーバーで TFTP サービスを構成する」(15 ページ) を参照してください。

■ neopxe 起動サーバーデーモンをインストールして構成します。

「neopxe ブートサーバーデーモンをインストールおよび構成する」(16 ページ) を
参照してください。

■ NFS サービスを構成します。

「DHCP サーバー上の NFS サービスを構成する」(18 ページ) を参照してください。

■ ファイアウォールを無効にします。

「ファイアウォールを無効にする」(18 ページ) を参照してください。

表 2-3 PXE を使用した RHEL インストールの作業マップ

インストール作業 関連する節

http://rhn.redhat.com から、RHEL 
アップデートメディアキットをダウンロード
します。

「アップデートされた RHEL オペレーティング
システムメディアキットの入手」(8 ページ)

Linux ネットワークと PXE サーバーをセット
アップします。

「RHEL の PXE インストールをサポートするた
めのネットワークの事前構成」(13 ページ)

PXE サーバーをリブートします。 「PXE/DHCP サーバーのリブート」(19 ページ)

RHEL OS を PXE サーバーからインストール
します。

「PXE サーバーからの RHEL オペレーティング
システムのイントール」(19 ページ)
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必要なアイテム

PXE インストールのためにネットワークを事前構成するには、次のアイテムが必要です。

■ 次のデバイスを搭載した RHEL サーバー

■ ドングルケーブルを介してサーバーモジュールに接続された USB CD/DVD 
ドライブ

■ USB キーボード

■ モニター

■ RHEL OS CD-ROM メディアセット

■ Tools and Drivers CD (708-0346)

▼ DHCP サーバーを構成する

次の手順に従って、DHCP サーバーとして使用するサーバーを構成します。

1. サーバーに電源を入れ、スーパーユーザーとしてログインします。

2. DHCP サーバーパッケージがすでにサーバーにインストールされているかどう
か確認します。次のコマンドを入力します。

# rpm -qa | grep dhcp-

3. DHCP サーバーパッケージが表示されない場合は、RHEL OS メディア CD-
ROM #5 を DHCP/PXE サーバーに挿入し、DHCP サーバーをインストールし
ます。

4. 次のコマンドを入力して、DHCP サーバーをインストールします。

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

# rpm -Uvh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/dhcp-*.rpm

# umount /mnt/cdrom

5. CD/DVD ドライブから CD-ROM を取り出します。

6. PXEClient 要求だけが PXEClient 応答を受信するように、DHCP 構成ファイル 
(/etc/dhcpd.conf など) を設定します。

次のエントリを DHCP 構成ファイルに入力します。詳細は、dhcpd.conf のマ
ニュアルページを参照してください。

class "PXE" {match if substring(option vendor-class-
identifier, 0, 9) ="PXEClient"; option vendor-class-
identifier "PXEClient"; vendor-option-space PXE;}
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注 – サーバーの /etc ディレクトリに dhcpd.conf ファイルがない場合は、
/tmp/rhel4-pxefiles または /tmp/rhel5-pxefiles ディレクトリのサンプル 
DHCP 構成ファイルから dhcpd.conf ファイルをコピーできます。

7. DHCP サービスを起動するには、次のように入力します。

# service dhcpd start

8. DHCP を常に起動するようにサーバーを構成するには、次のように入力します。

# chkconfig dhcpd on

▼ DHCP サーバーに portmap をインストールする

1. portmap サーバーパッケージがすでにサーバーにインストールされているかどうか
確認します。次のように入力します。

# rpm -qa | grep portmap

2. portmap が表示されない場合は、RHEL CD #2 を挿入し、次のコマンドを入力
して portmap サービスをインストールします。

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

# rpm -Uvh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/portmap-*

# umount /mnt/cdrom

3. サーバーから CD を取り出します。

▼ DHCP サーバーで TFTP サービスを構成する

1. TFTP サーバーパッケージがすでにサーバーにインストールされているかどうか確
認します。次のように入力します。

# rpm -qa | grep tftp-server

2. TFTP サーバーパッケージが一覧表示されない場合は、RHEL CD #4 を挿入し、
次のコマンドを入力して TFTP サービスをインストールします。

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

# rpm -Uvh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/tftp-server*

# umount /mnt/cdrom

3. サーバーから CD を取り出します。
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4. /etc/xinetd.d/tftp ファイルを編集して、保存します。

次のように変更を加えます。

■ -s /tftpboot エントリを -v -s /home/pxeboot に変更します。

■ disable 属性を no に変更します。

5. inetd サーバーを再起動します。次のように入力します。

# service xinetd restart

▼ neopxe ブートサーバーデーモンをインストールおよび
構成する

DHCP サーバーで次の操作を行い、neopxe 起動サーバーデーモンをインストールし
ます。neopxe サーバーは同じシステム上で動作している DHCP サーバーと併用する
よう設計されています。

1. DHCP サーバーとして使用しているシステムに neopxe ブートサーバーデーモンを
インストールします。次のように入力します。

# cd /tmp/rhel4-pxefiles/neopxe-0.2.0

# ./configure

# make

# make install

2. 次のコマンドを入力して、パス /usr/local/sbin/neopxe を rc.local ファ
イルに追加します。> 記号は必ず 2 個使ってください。

# echo "/usr/local/sbin/neopxe" >> /etc/rc.d/rc.local

3. PXE Linux のイメージを /tmp/ ディレクトリからコピーします。次のように入
力します。

# mkdir /home/pxeboot

# cp /tmp/rhel4-pxefiles/pxelinux.0 /home/pxeboot

4. PXE Linux のイメージを構成します。次のように入力します。

# mkdir /home/pxeboot/pxelinux.cfg/

# touch /home/pxeboot/pxelinux.cfg/default

5. 起動時に neopxe が読み取る /usr/local/etc/neopxe.conf 構成ファイルを
修正します。

■ neopxe.conf ファイルが /usr/local/etc ディレクトリにない場合は、
/tmp/rhel4-pxefiles/neopxe-0.2.0/ ディレクトリからコピーします。

■ 有効な構成ファイルでは、次の各行にエントリが必ず指定されています。
service 行が少なくとも 1 行必要です。
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ip_addr=n.n.n.n

prompt=boot-prompt-string

prompt_timeout=timeout

service=service-number,boot-server,boot-file,label

各エントリの内容は次のとおりです。

■ n.n.n.n は PXE サーバーの IP アドレスです。

■ boot-prompt-string は、ネットワーク起動中に表示される文字列で、F8 キーを押
して「Boot (ブート)」メニューを表示するプロンプトです。

■ timeout は、プロンプトが時間切れになって、サーバーがデフォルトで最初の
サービスをブートするまでの時間を秒数で示します。

■ service-number はブートサービスを識別する番号で、1 ～ 254 の整数で示されます。

■ boot-server は、サービスをブートするサーバーの IP アドレスです。

■ boot-file は、/home/pxeboot ディレクトリから読み込まれるブートファイルの
名前です。

■ label は、F8 キーを押して「Boot (ブート)」メニューを起動したときに表示され
る文字列です。

次に例を示します。

ip_addr=192.168.0.1

prompt=Press [F8] for menu.

prompt_timeout=10

service=1,192.168.0.1,pxelinux.0,Linux

service=2,192.169.0.1,nbp.unknown,Solaris

注 – 詳細は、neopxe.conf のマニュアルページを参照してください。

6. neopxe デーモンを起動します。次のように入力します。

# /usr/local/sbin/neopxe
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▼ DHCP サーバー上の NFS サービスを構成する

1. NFS サービスパッケージがすでにサーバーにインストールされているかどうか確認
します。次のように入力します。

# rpm -qa | grep nfs-utils

2. NFS サービスパッケージが一覧表示されない場合は、RHEL CD #2 を挿入し、
次のコマンドを入力して NFS サービスをインストールします。

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

# rpm -Uvh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/nfs-utils-*

# umount /mnt/cdrom

3. サーバーから CD を取り出します。

4. /etc/exports ファイルに次の行を追加して保存します。

/home/pxeboot *(no_root_squash,no_subtree_check,insecure)

5. NFS サービスを起動します。次のように入力します。

# service nfs start

6. 常に NFS サービスを起動するようサーバーを構成します。次のように入力します。

# chkconfig nfs on

# chkconfig nfslock on

注 – DNS サーバーを使用している場合は、dhcpd.conf ファイルにある PXE のサブ
ネットを表す dynamic-bootp エントリで定義されているアドレスの範囲に対して、
DNS エントリが存在することを確認してください。DNS サーバーを使用しない場合
は、/etc/hosts ファイルを修正して、dhcpd.conf ファイルにある PXE のサブネッ
トを表す dynamic-bootp エントリに含まれるホストアドレスの範囲を追加します。

▼ ファイアウォールを無効にする

注意 – セキュリティの脆弱性に注意してください。PXE サーバーとして使用している
システムでファイアウォール保護を無効にすると、そのサーバー上にあるデータのセ
キュリティは保証できなくなります。このサーバーがローカルのイントラネット外に
ネットワーク接続されている場合は、ソフトウェアを PXE クライアントにダウンロー
ドしたあとで、ファイアウォールを再び有効にしてください。
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PXE サーバーとして使用する予定のシステムに RHEL OS をインストールしたときに
ファイアウォールのセキュリティを有効にした場合は、PXE クライアントがサーバー
からソフトウェアをダウンロードできるように、次の手順に従ってファイアウォール
を無効にします。

1. ipchains サービスを停止します。次のコマンドを入力します。

# service ipchains stop

2. iptables サービスを停止します。次のコマンドを入力します。

# service iptables stop

3. サーバーの再起動時に ipchains サービスが起動しないようにします。次のコマ
ンドを入力します。

# chkconfig ipchains off

4. サーバーの再起動時に iptables サービスが起動しないようにします。次のコマ
ンドを入力します。

# chkconfig iptables off

注 – ipchains サービスがサーバーにインストールされていない場合は、エラーメッ
セージが表示されることがありますが、 このメッセージは無視してかまいません。

PXE/DHCP サーバーのリブート

前述のすべての構成手順を完了したら、PXE/DHCP サーバーをリブートして次の
節 (「PXE サーバーからの RHEL オペレーティングシステムのイントール」(19 ペー
ジ)) に進みます。

PXE サーバーからの RHEL オペレーティング
システムのイントール

ここでは、PXE/DHCP サーバーから RHEL OS 起動イメージファイルをダウンロー
ドする要求を発行するように Sun Blade X6240 サーバーモジュールを構成する方法
と、Sun Blade X6240 サーバーモジュールに起動イメージをインストールする方法を
説明します。
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開始前のご注意

PXE サーバーから RHEL OS をインストールするする前に、次の作業を実行しておく
必要があります。

■ PXE サーバーに対応するように Linux ネットワークを構成します。「RHEL の 
PXE インストールをサポートするためのネットワークの事前構成」(13 ページ) を
参照してください。

■ PXE/DHCP サーバーをリブートします。「PXE/DHCP サーバーのリブート」
(19 ページ) を参照してください。

▼ PXE サーバーから RHEL オペレーティングシステムを
インストールする

1. PXE クライアントを PXE サーバーと同じネットワークに接続し、PXE クライアン
トの電源を入れます。

PXE クライアントとは、RHEL OS のインストール先の Sun Blade X6240 サーバー
モジュールを指します。

2. PXE クライアントでネットワーク起動するプロンプトが表示されたら、F12 キー
を押します。

PXE クライアントが PXE サーバーに接続し、DHCP サーバーから IP アドレスを
取得します。

3. プロンプトが表示されたら、F8 キーを押して PXE ブートイメージのダウンロー
ドを開始します。

4. boot: プロンプトで、PXE サーバーに RHEL イメージをインストールしたとき
にイメージに割り当てたラベルを入力します。

RHEL インストールイメージが、インストール先の Sun Blade X6240 サーバーモ
ジュールにダウンロードされます。

5. RHEL OS メディアキットに付属のマニュアルを参照し、使用しているサーバー
に合わせて RHEL OS を構成します。

6. RHEL ドライバをアップデートします。

「RHEL ドライバをアップデートする」(21 ページ) を参照してください。

7. RHEL OS ファイルをアップデートします。

「RHEL オペレーティングシステムのアップデート」(22 ページ) を参照してください。
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▼ RHEL ドライバをアップデートする

1. Sun Blade X6240 用の Tools and Drivers CD を挿入し、次のコマンドを入力して
ディレクトリ /mnt にマウントします。

# mount /dev/cdrom /mnt

2. 次のコマンドを入力して、igb および nvsata ドライバをインストールします。

# cdrom/drivers/linux/red_hat/install.sh

3. サーバーモジュールに LSI ドライバを使用する REM が装備されていて、RHEL 
4.6 を使用している場合は、次の手順に従います。

a. 次のコマンドを入力します。
# cd /mnt/drivers/linux/RAID/LSI/drivers/RHEL4-SLES9

b. linuxmpt_RH4_SLES9_3122700-1.zip ファイルを解凍します。

c. 次のように入力します。
# rpm -ivh nvsata-rhel4.6-3.2-1.24.x86_64.rpm

4. サーバーモジュールに LSI ドライバを使用する REM が装備されていて、
RHEL 5 を使用している場合は、次の手順に従います。

a. 次のコマンドを入力します。
# cd /mnt/drivers/linux/RAID/LSI/drivers/RHEL5-SLES10

b. linuxmpt_RH5_SLES10_4002100-1.zip ファイルを解凍します。

c. 次のように入力します。
# rpm -ivh nvsata-rhel5u1-3.4-1.24.x86_64.rpm

5. サーバーモジュールに StorageTek ドライバを使用する REM が装着されている
場合は、次の手順に従います。

a. 次のコマンドを入力します。
# cd /mnt/drivers/linux/RAID/StorageTek/drivers/

b. linux_aac_1152455.zip ファイルを解凍します。

c. 次のように入力します。
# rpm -ivh aacraid-1.1.5-2455.rpm

新しいドライバのインストールはこれで完了です。

6. 変更を有効にするためにサーバーを再起動します。次のように入力します。

# reboot
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RHEL オペレーティングシステムの
アップデート
ソフトウェアは常にアップデートされるため、配布メディアに収録されている OS が
最新バージョンでない場合があります。

次の手順では、Sun Blade X6240 サーバーモジュールに RHEL OS がすでにインストー
ルされていることを前提にしています。ここでは、RHEL のインストールを最新の OS
にアップデートする方法を説明します。

RHEL 5 アップデートプログラムを使用するには、お使いのサーバーを Red Hat
Network (RHN) に登録する必要があります。

RHEL OS をアップデートするには、必要に応じて次のいずれかの手順を実行します。

■ 「RHEL 4 ソフトウェアをアップデートする」(22 ページ)

■ 「RHEL 5 ソフトウェアをアップデートする」(23 ページ)

▼ RHEL 4 ソフトウェアをアップデートする

この手順では、使用しているサーバーモジュールからインターネットにアクセスでき
ることを前提にしています。

1. サーバーモジュールで up2date プログラムをセットアップします。

詳細は、RHEL アップデートメディアキットに付属のドキュメントを参照してく
ださい。

2. up2date プログラムを実行します。

available package updates (利用できるパッケージアップデート) のセク
ションでカーネルパッケージを選択します。
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▼ RHEL 5 ソフトウェアをアップデートする

使用しているサーバーモジュールからインターネットにアクセスでき、Red Hat
Network に登録済みである必要があります。

1. 次のコマンドを入力して、yum アップデートプログラムを実行します。

# yum

このプログラムは、コンピュータが Red Hat Network に登録されているかどうか
を確認します。登録されている場合、yum は、Red Hat Network リポジトリから
必要なアップデートをダウンロードします。

2. 画面の質問に答え、オプションを選択すると、パッケージがダウンロードされ、
インストールされます。

yum を使用してシステムを定期的にアップデートする必要があります。

詳細については、マニュアルページを参照してください。次のように入力します。

# man yum
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章第 3

SUSE Linux Enterprise Server 10 の
インストール

この章では、Sun Blade X6240 サーバーに SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 オ
ペレーティングシステム (OS) を手動でインストールする方法について説明します。こ
の章には次の節があります。

■ 「SLES 10 オペレーティングシステムのインストール」(26 ページ) ローカルまたは
リモート CD からの SLES 10 のインストールについて説明します。

■ 「SLES 10 の PXE インストールをサポートするためのネットワークの事前構成」
(30 ページ) PXE のインストールに必要な事前構成手順について説明します。

■ 「PXE を使用した SLES 10 オペレーティングシステムのインストール」(37 ページ) 
ネットワーク接続された PXE サーバーに保存されている PXE イメージからの 
SLES 10 のインストールについて説明します。

■ 「SLES 10 オペレーティングシステムのアップデート」(41 ページ) OS のインス
トール後のアップデートについて説明します。

■ 「SLES ドライバのアップデート」(42 ページ) SLES ドライバのアップデート手順に
ついて説明します。

ヒント – Sun Installation Assistant (SIA) を使用して、SUSE Linux Enterprise Server 
オペレーティングシステムをインストールすることをお勧めします。SIA は、これら
のオペレーティングシステムをサーバーにインストールするときに役立つ便 利 なフ
ロントエンドアプリケーションです。オペレーティングシステムに付属している標準
インストールユーティリティーと手順を補足するもので、それに代わるものではあり
ません。詳細は、『Sun Installation Assistant User's Guide (Sun Installation Assistant 
ユーザーズガイド )』(820-3357) を参照してください。

SLES 10 をサーバーにインストールする最も一般的な方法は次のとおりです。

■ ローカルまたはリモート CD 上の SLES 10 配布メディアからのインストール (「SLES 
10 オペレーティングシステムのインストールの準備」(27 ページ)を参照)。

■ ローカルネットワーク上の PXE サーバーに格納された Preboot Execution 
Environment (PXE) イメージ、またはネットワーク上の他の場所に格納されたイ
メージからの、ネットワーク経由のインストール (「PXE を使用した SLES 10 オペ
レーティングシステムのインストール」(37 ページ) を参照)。
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SLES 10 オペレーティングシステムの
インストール
この節では、SLES 10 OS のインストール方法について説明します。

注 – サポートされる SLES の最小バージョンは、SLES 10 Service Pack 2 (SP2) です。

SLES 10 のインストールと構成に関する
ドキュメント

SLES 10 OS をサーバーにインストールする前に、次の SLES 10 ドキュメントを参照
してください。

表 3-1 SLES 10 の関連ドキュメント

ドキュメント名 説明 入手場所

README ファイル 使用するバージョンの SLES 10 
のシステム要件およびシステ
ム構成についての最新情報が
含まれています。

SLES 10 インストール CD (1 枚目)

リリースノート 製品リリースノート。 SLES 10 CD (1 枚目) の docu ディレ
クトリ

『SUSE Linux Enterprise 
Server 10 Start-Up 
Guide (SUSE Linux 
Enterprise Server 10 ス
タートアップガイド)』

インストール手順を簡単に説
明しています。

インストール CD (1 枚目) の docu 
ディレクトリ内の該当する言語ディ
レクトリにある startup.pdf ファ
イル

『SUSE LINUX Enterprise 
Server 10 Installation and 
Administration Guide 
(SUSE LINUX 
Enterprise Server 10 イ
ンストールおよび管理
ガイド)』

このマニュアルは、SLES 10 の
計画、配備、構成、管理につ
いて詳しく説明しています。

インストール CD (1 枚目) の docu 
ディレクトリ内の該当する言語ディ
レクトリにある sles-admin.pdf 
ファイル

SLES 10 のサポートサ
イト

SUSE は、自社の製品およびサ
ポート Web サイトで SLES OS 
に関する数多くの技術情報を
提供しています。

SLES 10 のホームページ 
(http://www.novell.com/produ
cts/server/) を参照してください
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SLES 10 インストールの作業マップ

次の表で、インストール手順が本書のどの節で説明されているかを確認してください。

SLES 10 オペレーティングシステムの
インストールの準備

SLES 10 OS は、ローカル CD/DVD ドライブ、リモート CD/DVD ドライブ、または
ネットワーからインストールできますが、どの方法でインストールする場合でも、事前
にシステムに関する情報を収集しておく必要があります。

SLES 10 をサーバーにインストールする前に、次の情報を準備してください。

■ 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバー名

■ システムのラベルに記載されている MAC アドレス

■ SLES 10 SP2 CD セット

表 3-2 SLES 10 インストールの作業マップ

インストール作業 関連する節

ローカルまたはリモートの CD/DVD ドライブ
から SLES 10 SP2 OS をインストールします。

「SLES 10 オペレーティングシステムのイン
ストールの準備」(27 ページ)または「リ
モートコンソールアプリケーションを使用
した SLES 10 オペレーティングシステムの
インストール」(29 ページ)

次のいずれかの方法で SLES 10 SP2 OS をインス
トールします。

• ローカルまたはリモートの CD/DVD ドライ
ブまたは PXE サーバーから SLES 10 SP2 OS 
をインストールします。

「SLES 10 オペレーティングシステムのイン
ストールの準備」(27 ページ)または「リ
モートコンソールアプリケーションを使用
した SLES 10 オペレーティングシステムの
インストール」(29 ページ)

• ネットワークに接続されたシステムに格納さ
れているイメージから SLES 10 SP2 OS をイン
ストールします。

『SUSE LINUX Enterprise Server 10 
Installation and Administration Guide (SUSE 
LINUX Enterprise Server 10 インストールお
よび管理ガイド)』

• PXE サーバーから SLES 10 SP2 OS をインス
トールします。

「PXE を使用した SLES 10 オペレーティング
システムのインストール」(37 ページ)
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配布メディアからの SLES 10 オペレーティング
システムのインストール

SLES 10 OS では、使いやすいグラフィカルユーザーインタフェースを介して、OS を
インストールおよび構成できます。配布 CD を使用して SLES 10 OS をインストール
するときのインストール手順は、ローカルに接続された CD/DVD ドライブを使用す
る場合も、KVMS 経由で接続されたリモートの CD/DVD ドライブを使用する場合も
基本的に同じです。

必要なアイテム
■ SLES 10 メディアベース CD セットまたは DVD セット

■ SLES 10 インストールガイド『SUSE Linux Enterprise Server 10 Installation and 
Administration Guide (SUSE Linux Enterprise Server 10 インストールおよび管理ガイ
ド)』(「SLES 10 のインストールと構成に関するドキュメント」(26 ページ) を参照)

■ 次の 4 つのアイテムを搭載した Sun Blade X6240 サーバーモジュール

■ USB 接続のキーボードおよびマウス

■ USB 接続の CD/DVD ドライブ

■ モニター

■ Sun Blade X6240 サーバーモジュールの前面スロットに接続するマルチポート
ドングルケーブル 『Sun Blade X6240 サーバーモジュール設置マニュアル』
(820-5247) を参照してください。

▼ 配布メディアから SLES 10 をインストールする

1. ドングルの USB ポートに USB CD/DVD ドライブを接続します。

2. システムの電源を入れます。

3. F8 キーを押して、プロンプトが表示されたら「CDROM」を選択します。

4. SLES 10 CD #1 をローカル CD/DVD ドライブに挿入します。

5.『SUSE Linux Enterprise Server 10 Installation and Administration Guide (SUSE 
Linux Enterprise Server 10 インストールおよび管理ガイド)』の手順に従って、
システム OS のインストールを完了します。
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リモートコンソールアプリケーションを使用した 
SLES 10 オペレーティングシステムのインストール
この節では、ILOM リモートコンソールアプリケーションを使用して、SLES 10 OS を
Sun Blade X6240 サーバーモジュールにインストールする方法を説明します。

▼ リモートコンソールアプリケーションを使用して 
SLES 10 をインストールする

1. SLES 10 OS インストール CD/DVD を用意するか、これに相当する ISO イメージ
を検索します。

2. ILOM サービスプロセッサの Web インタフェースに接続します。

『Sun Integrated Lights-Out Manager 2.0 ユーザーズガイド』(820-2698) を参照し
てください。

注 – ILOM には、複数のバージョンがあります。必ず、お使いのサーバーにインス
トールされている ILOM のバージョンに一致するガイドを参照してください。

3.「Remote Control (リモートコントロール)」タブ、「Mouse Mode Settings (マウ
スモード設定)」タブの順に選択します。

4. 必要に応じて、マウスモードを「Relative (相対)」モードに変更します。

詳細は、『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド』(820-2698) 
のリモートコンソールアプリケーションに関する章を参照してください。

5.「Redirection (リダイレクト)」タブを選択します。

6.「Launch Redirection (リダイレクトの起動)」ボタンをクリックして、
JavaRConsole アプリケーションを起動します。

7. JavaRConsole にログインします。

8. キーボードおよびマウスのリダイレクトを開始します。

「Devices (デバイス)」メニューの「Keyboard and Mouse (キーボードとマウス)」
を選択します。

9. CD/DVD のリダイレクトを開始します。

JavaRConsole の「Devices (デバイス)」メニューから CD をリダイレクトする方
法は、次の 2 とおりあります。

■ リモートコンソールの CD ROM ドライブに実際に CD を挿入する場合は、
ドライブに CD を挿入し、「CD-ROM」を選択します。

■ リモートコンソールにインストールされている ISO イメージを使用する場合
は、「CD-ROM Image (CD-ROM イメージ)」を選択し、ISO ファイルの場所を
指定します。
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10. ILOM Web インタフェースを使用してサーバーの電源を入れます。

11. SLES 10 OS のインストールメニューが表示されたら、矢印キーを使って
「Installation (インストール)」を選択し、Enter キーを押します。

12. 通常の方法で SLES 10 OS をインストールします。

SLES 10 の PXE インストールをサポート
するためのネットワークの事前構成
ここでは、Sun Blade X6240 サーバーへの SLES OS の Preboot Execution Environment
(PXE) インストールをサポートするために、10 OS を実行しているネットワークを事前
に構成する方法を説明します。以下の手順では、すでにブート可能なサーバーで SLES
10 オペレーティングシステムのいずれかのバージョンを実行していることを前提とし
ています。

PXE インストールのためにネットワークを事前構成するには、次の手順に従う必要が
あります。

■ 「DHCP サーバーの構成」(31 ページ)

■ 「portmap のインストール」(32 ページ)

■ 「TFTP サービスの構成」(32 ページ)

■ 「neopxe ブートサーバーデーモンのインストールおよび構成」(33 ページ)

■ 「NFS サービスの構成」(35 ページ)

■ 「ファイアウォールの無効化」(36 ページ)

必要なアイテム

PXE インストールのためにネットワークを事前構成するには、次のアイテムが必要
です。

■ 次のデバイスを搭載した SLES 10 サーバー

■ CD/DVDドライブ

■ USB キーボード

■ モニター (省略可)

■ SLES 10 メディアセット

■ Tools and Drivers CD (708-0346)
30 Sun Blade X6240 サーバーモジュールオペレーティングシステムインストールガイド • 2008 年 8 月



DHCP サーバーの構成

DHCP サーバーとして使用するサーバー上で、次の手順に従います。

▼ DHCP サーバーを構成する

1. サーバーに電源を入れ、スーパーユーザーとしてログインします。

2. DHCP サーバーパッケージがすでにサーバーにインストールされているかどう
か確認します。次のコマンドを入力します。

# rpm -qa | grep dhcp-server

3. DHCP サーバーパッケージが一覧表示されない場合は、YaST を使用してパッ
ケージをインストールします。次のコマンドを入力します。

# yast -i dhcp-server

4. PXEClient 要求だけが PXEClient 応答を受信するように、DHCP 構成ファイル 
(/etc/dhcpd.conf など) を設定します。

DHCP 構成ファイルに次のエントリを追加します (詳細については、dhcpd.conf 
のマニュアルページを参照してください)。
class “PXE” {match if substring(option vendor-class-
identifier, 0,9) = “PXEClient”; option vendor-class-
identifier “PXEClient”; vendor-option-space PXE; next-server 
n.n.n.n;}

n.n.n.n はサーバーの IP アドレスです。

注 – /tmp/sles9-pxefiles または /tmp/sles10-pxefiles ディレクトリのサ
ンプル DHCP 構成ファイルに適宜変更を加えます。

5. DHCP 構成ファイルで、server-identifier エントリを編集します。

server-identifier n.n.n.n

n.n.n.n は PXE/DHCP サーバーの IP アドレスです。

6. さらに DHCP 構成ファイルで、次のサブネットエントリフィールドを見つけます。

subnet 1.2.3.0 netmask 255.255.255.0 {

range dynamic-bootp 1.2.3.100 1.2.3.200;

option routers 1.2.3.1;

option broadcast-address 1.2.3.225;

}
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7. PXE/DHCP サーバーのネットワーク構成に従って、subnet、range、router、
broadcast-address の各エントリを編集します。

8. /etc/sysconfig/dhcpd ファイルを編集し、DHCPD_INTERFACE 変数が、
PXE サーバーを実行するネットワークに接続されたインタフェースに設定され
ているかどうか確認します。

たとえば、Ethernet インタフェース 0 を使用する場合は、DHCPD_INTERFACE 変
数を次のように設定します。

DHCPD_INTERFACE="eth0"

9. DHCP サービスを起動します。次のコマンドを入力します。

# /etc/init.d/dhcpd start

10. 常に DHCP を起動するようサーバーを構成します。次のコマンドを入力します。

# chkconfig dhcpd on

portmap のインストール

DHCP サーバーで次の操作を行い、portmap サーバーパッケージをインストールし
ます。

▼ portmap をインストールする

1. portmap サーバーパッケージが DHCP サーバーにすでにインストールされているか
どうか確認します。次のコマンドを入力します。

# rpm -qa | grep portmap

2. portmap が一覧表示されない場合は、YaST を使用してパッケージをインストー
ルします。次のコマンドを入力します。

# yast -i portmap

TFTP サービスの構成

DHCP サーバーで次の操作を行い、TFTP サービスを構成します。
32 Sun Blade X6240 サーバーモジュールオペレーティングシステムインストールガイド • 2008 年 8 月



▼ TFTP サービスを構成する

1. TFTP サーバーパッケージが DHCP サーバーにすでにインストールされているかど
うかを確認します。次のコマンドを入力します。

# rpm -qa | grep tftp

2. TFTP サーバーパッケージが一覧に表示されない場合は、YaST を使用してパッ
ケージをインストールします。次のコマンドを入力します。

# yast -i tftp

3. /etc/xinetd.d/tftp ファイルを編集して、保存します。次のように変更を加
えます。

■ -s /tftpboot エントリを -v -s /home/pxeboot に変更します。

■ disable 属性を no に変更します。

4. inetd サーバーを再起動します。次のコマンドを入力します。

# /etc/init.d/xinetd restart

neopxe ブートサーバーデーモンのインストール
および構成

DHCP サーバーで次の操作を行い、neopxe 起動サーバーデーモンを構成します。
neopxe サーバーは同じシステム上で動作している DHCP サーバーと併用するよう設
計されています。

▼ neopxe ブートサーバーデーモンをインストールおよび
構成する

1. コンパイラがサーバーにインストールされていない場合は、YaST の次のコマンドを
使用して gcc をインストールします。

# yast -i gcc

# yast -i make

2. neopxe 起動サーバーデーモンを DHCP サーバーにインストールします。
OS バージョンに応じて、次のコマンドを入力します。

SLES 9 の場合:
# cd /tmp/sles9-pxefiles/neopxe-0.2.0

SLES 10 の場合:
# cd /tmp/sles10-pxefiles/neopxe-0.2.0
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3. 次のコマンドを入力します。

# ./configure

# make

# make install

4. 次のコマンドを入力して、パス /usr/local/sbin/neopxe を rc.local ファ
イルに追加します。> 記号は必ず 2 個使ってください。

# echo "/usr/local/sbin/neopxe" >> /etc/rc.d/boot.local

5. PXE Linux のイメージを /tmp/ ディレクトリからコピーします。次のコマンド
を入力します。

# mkdir /home/pxeboot

6. OS バージョンに応じて、次のコマンドを入力します。

SLES 9 の場合:
# cp /tmp/sles9-pxefiles/pxelinux.0 /home/pxeboot

SLES 10 の場合:
# cp /tmp/sles10-pxefiles/pxelinux.0 /home/pxeboot

7. PXE Linux のイメージを構成します。次のコマンドを入力します。

# mkdir /home/pxeboot/pxelinux.cfg/

# touch /home/pxeboot/pxelinux.cfg/default

8. 起動時に neopxe が読み取る /usr/local/etc/neopxe.conf 構成ファイルを
修正します。

/usr/local/etc/ ディレクトリがない場合は、次のコマンドを入力して、この
ディレクトリを作成します。

# mkdir /usr/local/etc

neopxe.conf ファイルは、/tmp/slesX-pxefiles/neopxe-0.2.0/ ディレク
トリからコピーできます。X は OS のバージョン (9 または 10) を示します。

有効な構成ファイルでは、次の各行にエントリが必ず指定されています。service 
行が少なくとも 1 行必要です。

ip_addr=n.n.n.n

prompt=boot-prompt-string

prompt_timeout=timeout

service=service-number,boot-server,boot-file,label

各エントリの内容は次のとおりです。

■ n.n.n.n は PXE サーバーの IP アドレスです。

■ boot-prompt-string は、ネットワーク起動中に表示される文字列で、F8 キーを押
して「Boot (ブート)」メニューを表示するプロンプトです。
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■ timeout は、プロンプトが時間切れになって、サーバーがデフォルトで最初の
サービスをブートするまでの時間を秒数で示します。

■ service-number はブートサービスを識別する番号で、1 ～ 254 の整数で示されます。

■ boot-server は、サービスをブートするサーバーの IP アドレスです。

■ boot-file は、/home/pxeboot ディレクトリから読み込まれるブートファイルの
名前です。

■ label は、F8 キーを押して「Boot (ブート)」メニューを起動したときに表示され
る文字列です。

次に例を示します。

ip_addr=192.168.0.1

prompt=Press [F8] for menu...

prompt_timeout=10

service=1,192.168.0.1,pxelinux.0,Linux

service=2,192.169.0.1,nbp.unknown,Solaris

注 – 詳細は、neopxe.conf のマニュアルページを参照してください。

9. neopxe デーモンを起動します。次のコマンドを入力します。

# /usr/local/sbin/neopxe

NFS サービスの構成

DHCP サーバーで次の操作を行い、NFS サービスを構成します。

▼ NFS サービスを構成する

1. NFS サービスパッケージがすでにサーバーにインストールされているかどうか確認
します。次のコマンドを入力します。

# rpm -qa | grep nfs-utils

2. NFS サービスパッケージが一覧に表示されない場合は、YaST を使用してパッ
ケージをインストールします。次のコマンドを入力します。

# yast -i nfs-utils

3. /etc/exports ファイルに次の行を追加して保存します。

/home/pxeboot *(sync,no_root_squash,no_subtree_check,insecure)
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4. NFS サービスを起動します。次のコマンドを入力します。

# /etc/init.d/nfsserver start

5. 常に NFS サービスを起動するようサーバーを構成します。次のコマンドを入力
します。

# chkconfig nfslock on

# chkconfig nfsserver on

注 – DNS サーバーを使用している場合は、dhcpd.conf ファイルにある PXE のサ
ブネットを表す dynamic-bootp エントリで定義されているアドレスの範囲に対し
て、DNS エントリが存在することを確認してください。DNS サーバーを使用しない
場合は、/etc/hosts ファイルを修正して、dhcpd.conf ファイルにある PXE のサ
ブネットを表す dynamic-bootp エントリに含まれるホストアドレスの範囲を追加
します。

ファイアウォールの無効化

PXE/DHCP サーバーでファイアウォールが有効になっている場合は、クライアント
システムに PXE イメージをインストールする前に、ファイアウォールを無効にする必
要があります。

注意 – ネットワークセキュリティの脆弱性に注意してください。PXE サーバーとして
使用しているシステムでファイアウォール保護を無効にすると、そのサーバー上にあ
るデータのセキュリティは保証できなくなります。このサーバーがローカルのイント
ラネット外にネットワーク接続されている場合は、ソフトウェアを PXE クライアント
にダウンロードしたあとで、ファイアウォールを再び有効にしてください。

▼ ファイアウォールを無効にする

1. YaST コマンドを実行します。次のコマンドを入力します。

yast

2.「Security & Users (セキュリティとユーザー )」を選択します。

3.「Firewall (ファイアウォール)」を選択します。

■ すべてのネットワークインタフェースのファイアウォールを無効にする場合は、
「none (設定しない)」を選択します。

■ 特定のインタフェースのファイアウォールを有効にする場合は、該当するイン
タフェースのみを選択します。
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PXE を使用した SLES 10 オペレーティン
グシステムのインストール
PXE は、複数の Sun Blade X6240 サーバーモジュールが同じ構成になるようにセット
アップできる高性能で便利なソリューションです。

開始前のご注意

Sun Blade X6240 サーバーモジュールのネットワークインタフェースカード (NIC)
は、ネットワーク起動プロトコルである PXE に対応しています。サーバーモジュール
のシステム BIOS およびネットワーク インタフェース BIOS は、DHCP サーバーにつ
いて確認するクエリーをネットワークに自動的に送信します。

SLES 10 インストールの作業マップ

ネットワークで PXE を使用したインストールを実行する前に、次の作業を完了する必
要があります。

必要なアイテム

PXE インストールを実行するには、次のアイテムが必要です。

■ PXE インストールをサポートするようにネットワークを事前構成したときにセッ
トアップした、CD/DVD ドライブを搭載した DHCPサーバー

■ SLES 10 CD メディアセット

■ Tools and Drivers CD (708-0346)

表 3-3 PXE を使用した SLES 10 インストールの作業マップ 

タスク 関連する節

Linux ネットワークと PXE サーバーをセット
アップします。

「SLES 10 の PXE インストールをサポートする
ためのネットワークの事前構成」(30 ページ)

PXE サーバーに SLES 10 イメージをインス
トールします。

「PXE サーバーでの SLES 10 PXE インストール
イメージの構成」(38 ページ)

PXE サーバーの SLES 10 イメージからブート
またはインストールするようにサーバーを構
成します。

「PXE サーバーからの SLES 10 のインストー
ル」(40 ページ)
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PXE サーバーでの SLES 10 PXE インストール
イメージの構成

ここでは、PXE インストールイメージを DHCP サーバー上で構成する方法を説明し
ます。これにより、同じサーバーが PXE サーバーとしても機能します。PXE サーバー
は、PXE クライアントに OS ファイルを提供します。

SLES 10 イメージを PXE サーバー上に作成するには、次の手順に従います。

■ 「ディレクトリのセットアップと SLES 10 オペレーティングシステムのコピー」
(38 ページ)

■ 「SLES 10 PXE ファイルへのリンクの作成」(39 ページ)

ディレクトリのセットアップと SLES 10 オペレーティン
グシステムのコピー

ここでは、PXE インストール用の SLES 10 ファイルを格納するディレクトリを作成し
てセットアップする方法、およびそのディレクトリに SLES 10 OS をコピーする方法
について説明します。

▼ ディレクトリをセットアップして SLES 10 オペレー
ティングシステムをコピーする

注 – 格納先として /home/pxeboot/sles10/ 以外のディレクトリを使用すること
もできますが、 この手順ではこのディレクトリを例として使用します。

1. SLES 10 イメージを格納するディレクトリ構造を設定します。次のコマンドを入力
します。

# mkdir -p /home/pxeboot/sles10/CD1

# mkdir -p /home/pxeboot/sles10/CD2

# mkdir -p /home/pxeboot/sles10/CD3

# mkdir -p /home/pxeboot/sles10/CD4

2. SLES 10 CD #1 をサーバーに挿入し、その内容を PXE サーバーにコピーします。
次のコマンドを入力します。

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

# cp -r /mnt/cdrom/* /home/pxeboot/sles10/CD1/

# umount /mnt/cdrom
38 Sun Blade X6240 サーバーモジュールオペレーティングシステムインストールガイド • 2008 年 8 月



3. サーバーから SLES 10 CD #1 を取り出します。

4. 上の手順を繰り返し、次に示す /home/pxeboot/sles10/ の該当ディレクトリ
に CD #2 ～ CD #4 の内容をそれぞれコピーします。

# cp -r /mnt/cdrom/* /home/pxeboot/sles10/CD2/

# cp -r /mnt/cdrom/* /home/pxeboot/sles10/CD3/

# cp -r /mnt/cdrom/* /home/pxeboot/sles10/CD4/

SLES 10 PXE ファイルへのリンクの作成

PXE ファイルへのリンクを作成するには、次の手順に従います。

▼ SLES 10 PXE ファイルへのリンクを作成する

1. autoinst.xml ファイルを、/tmp/sles10/ ディレクトリから PXE イメージの
ルートにコピーします。次のコマンドを入力します。

# cp /tmp/sles10/autoinst.xml /home/pxeboot/sles10/

2. PXE サーバーで、home/pxeboot/pxelinux.cfg/default ファイルを編集
し、次のエントリを追加します。

注 – append から autoinst.xml までを、改行なしの一続きの文字列として入力し
てください。

default sles10

label sles10

kernel sles10/CD1/boot/x86_64/loader/linux

append textmode=1 initrd=sles10/CD1/boot/x86_64/loader/initrd
install=nfs://n.n.n.n/home/pxeboot/sles10/CD1
autoyast=nfs://n.n.n.n/home/pxeboot/sles10/autoinst.xml

n.n.n.n は PXE サーバーの IP アドレスです。

3. ファイルを保存して、閉じます。
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PXE サーバーからの SLES 10 のインストール

ここでは、PXE/DHCP サーバーから起動イメージファイルをダウンロードする要求
を発行するように Sun Blade X6240 サーバーモジュールを構成する方法と、Sun Blade
X6240 サーバーモジュールに SLES 10 の起動イメージをインストールする方法を説明
します。

開始前のご注意

この手順を開始する前に、次の作業を完了しておく必要があります。

■ PXE サーバーに対応するように Linux ネットワークを構成します。「PXE を使用
した SLES 10 オペレーティングシステムのインストール」(37 ページ) を参照して
ください。

■ Linux PXE サーバーに SLES 10 イメージをインストールします。「PXE サーバーで
の SLES 10 PXE インストールイメージの構成」(38 ページ) を参照してください。

▼ PXE サーバーから SLES 10 をインストールする

1. PXE クライアントを PXE サーバーと同じネットワークに接続します。

PXE クライアントとは、SLES 10 OS のインストール先の Sun Blade X6240 サー
バーモジュールを指します。

2. PXE クライアントの電源を入れ、F12 キーを押してネットワーク起動を選択します。

3. boot: プロンプトが表示されたら、PXE サーバーにインストールしたときにイ
メージに付けたラベル名を入力します (上記の例では、sles 10)。

4. SLES 10 Linux サーバーの構成方法は、SLES 10 CD #1 に収録されているインス
トールおよび管理ガイドを参照してください。

5. オンラインアップデートを実行して、OS ファイルを更新します (「SLES 10 オ
ペレーティングシステムのアップデート」(41 ページ) を参照)。
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SLES 10 オペレーティングシステムの
アップデート
SLES OS のインストールメディアに収録されている SLES OS は、最新バージョンで
ない場合があります。ここでは、PXE サーバーまたは配布用 CD から SLES OS をサー
バーにインストールした後に、この OS をアップデートする方法を説明します。

▼ SLES オペレーティングシステムを
アップデートする

1. スーパーユーザーとしてログインします。

2. 次のコマンドを入力して、YaST オンラインアップデートを実行します。

# you

YaST はテキストモードおよびグラフィカルモードで実行できます。ここで説明す
る手順は、そのどちらにも当てはまります。

3. ファイアウォールを通してインターネットにアクセスするためにプロキシサー
バーを使う必要がある場合はまず、YaST に正しいプロキシ情報を構成する必要
があります。

a. 左側の「Network Services (ネットワークサービス)」タブを選択し、次に右側
の「Proxy (プロキシ)」画面を選択します。HTTP フィールドと HTTPS フィー
ルドの両方に正しいプロキシ URL を入力します。

注 – ネットワーク HTTP プロキシサーバー経由でオンラインアップデートサービス
が正常に機能するようにするには、次の追加構成を行う必要があります。

b. YaST ユーティリティーを終了し、次のコマンドを実行します。

rug set-prefs proxy-url プロキシ URL

プロキシ URL には、ご使用のプロキシサーバーの完全修飾 URL を指定します 
(例: http://proxy.yourdomain:3128/)。

c. コマンドが実行されたら YaST を再起動します。
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4. Novell カスタマセンターに登録します。

注 – あとで、Novell カスタマセンターのユーザー名とパスワード、および SLES 10 
のアクティベーションコードが必要になります。

a. 左側の「Software (ソフトウェア)」タブを選択します。

b. 「Novell Customer Center Configuration (Novell カスタマセンター登録)」
を選択して指示に従います。

5. 登録したら、「Online Update (オンラインアップデート)」タブを選択して、
ソフトウェアアップデートを実行します。

SLES ドライバのアップデート
SLES ドライバは、アップデートする必要があります。この手順は、SLES 10 OS をイ
ンストールし、アップデートした後で実行します。

▼ SLES ドライバをアップデートする

1. Sun Blade X6240 用の Tools and Drivers CD を挿入し、次のコマンドを入力して
ディレクトリ /mnt にマウントします。

# mount /dev/cdrom /mnt

2. 次のコマンドを入力して、igb および nvsata ドライバをインストールします。

# cdrom/drivers/linux/suse/install.sh

3. サーバーモジュールに LSI ドライバを使用する REM が装備されていて、
SLES 10 を使用している場合は、次の手順に従います。

a. 次のコマンドを入力します。
# cd /mnt/drivers/linux/RAID/LSI/drivers/RHEL5-SLES10

b. linuxmpt_RH5_SLES10_4002100-1.zip ファイルを解凍します。

c. 次のように入力します。
# rpm -ivh nvsata-rhel5u1-3.4-1.24.x86_64.rpm
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4. サーバーモジュールに StorageTek ドライバを使用する REM が装着されている
場合は、次の手順に従います。

a. 次のコマンドを入力します。
# cd /mnt/drivers/linux/RAID/StorageTek/drivers/

b. linux_aac_1152455.zip ファイルを解凍します。

c. 次のように入力します。
# rpm -ivh aacraid-1.1.5-2455.rpm

新しいドライバのインストールはこれで完了です。

5. 変更を有効にするためにサーバーを再起動します。次のように入力します。

# reboot
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章第 4

Solaris 10 のインストール

この章では、Sun Blade X6240 サーバーモジュールに Solaris 10 5/08 オペレーティン
グシステム (Solaris 10 OS) をインストールする方法について説明します。次の項目に
ついて説明します。

■ 「Solaris 10 のインストールについて」(45 ページ)

■ 「Solaris オペレーティングシステムのインストールの準備」(50 ページ)

■ 「GRUB 環境でのサーバーのブート」(52 ページ)

■ 「PXE によるネットワーク経由でのサーバーのブート」(52 ページ)

■ 「配布メディアからの Solaris オペレーティングシステムのインストール」(54 ページ)

■ 「シリアルコンソールを使用した Solaris のインストール」(55 ページ)

注 – ここでの説明は、x86 プラットフォーム上の Solaris オペレーティングシステム
を熟知した上級システム管理者を対象としています。

Solaris 10 のインストールについて

注 – この章では、ネットワークまたはメディアから Solaris 10 OS をインストールす
る手順について説明します。サーバーにプリインストールされている Solaris 10 OS を
構成する場合は、『Sun Blade X6240 サーバーモジュール設置マニュアル』(820-5247) 
を参照してください。

この節では、Solaris OS を Sun Blade X6240 サーバーモジュールにインストールする
ときに理解しておく必要がある情報を説明します。ただし、インストールを完了する
には、他の Solaris OS のドキュメントを頻繁に参照する必要があります。必要な追加
のドキュメントの一覧については、「Solaris 10 関連の情報の場所」(47 ページ) を参照
してください。
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開始前のご注意

Solaris OS のインストールを開始する前に、この章の内容を検討してください。

■ 「システムの要件」(46 ページ)

■ 「ソフトウェアの入手」(47 ページ)

■ 「Solaris 10 関連の情報の場所」(47 ページ)

■ 「インストール方法」(48 ページ)

■ 「Solaris 10 インストールの作業マップ」(49 ページ)

注 – この章では、「x86」は Intel の 32 ビットのマイクロプロセッサファミリ、およ
び AMD が製造する 64 ビットおよび 32 ビットの互換マイクロプロセッサを指しま
す。サポートされているシステムについては、「Solaris Hardware Compatibility List 
(Solarisハードウェア互換リスト)」(http://www.sun.com/bigadmin/hcl) を参照
してください。

システムの要件

表 4-1 は、Solaris 10 を Sun Blade X6240 にインストールするためのシステム要件の概
要です。

表 4-1 システムの要件

要件 説明

ハードウェア要件 Solaris OS をインストールする前に、サーバーハードウェアを設置
し、サービスプロセッサの初期構成を行っておく必要があります。

Solaris OS の最低
バージョン

Solaris 10 5/08 OS。 

インストールに使用
するメモリー 

4G バイト ～ 64G バイト。

ディスク容量 12G バイト以上。

スワップ領域 デフォルトのサイズは 512M バイトです。

x86/x64 プロセッサ
の要件

速度 120M ヘルツ以上の x86/x64 プロセッサ推奨。ハードウェアで浮
動小数点を使用できる必要があります。

BIOS 業界標準の x86/x64 BIOS (フラッシュメモリーに記録)。BIOS は、
CD メディアまたは DVD メディアからブートできる必要があります。
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ソフトウェアの入手
■ Solaris 10 5/08 のメディアは、次のサイトでダウンロードまたは注文できます。

http://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp

■ その他のソフトウェアは、付属の Tools and Drivers CD に収録されています。
Solaris OS を注文する必要がある場合や、Tools and Drivers CD がない場合は、
Sun のサービスプロバイダにお問い合わせください。

■ Solaris 10 の最新バージョン、ハードウェアの互換性については、
http://www.sunsolve.sun.com を参照してください。

注 – Solaris 10 OS に付属しているインストール用 CD/DVD メディアやドキュメン
トには、SPARC プラットフォーム版と x86 プラットフォーム版があります。Sun 
Blade X6240 サーバーモジュールには、x86 プラットフォーム版を使用してください。

Solaris 10 関連の情報の場所

Solaris OS のドキュメントは、Web サイト (http://docs.sun.com/) で入手できます。

■ Solaris 10 のインストールガイドについては、次を参照してください。
http://docs.sun.com/app/docs/coll/1236.8

■ Solaris 10 の管理ガイドについては、次を参照してください。
http://docs.sun.com/app/docs/coll/47.16

■ システムのアップグレードについては、次を参照してください。
http://docs.sun.com/app/docs/doc/820-4548

■ トラブルシューティングに関する情報については、次のドキュメントの付録 A を
参照してください。
http://docs.sun.com/app/docs/doc/820-4556

注 – Solaris インストールガイドは、インストールに関連する複数のドキュメントか
ら成ります。上記のインストールガイドの URL は、Solaris 10 5/08 のインストール
コレクションへのリンクです。Solaris の別のバージョンのインストールコレクショ
ン (および入手可能な最新のバージョン) の一覧は、
http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris.10 を参照してください。

Solaris 10 のドキュメントは、Solaris OS ソフトウェアに付属する Solaris Documentation
DVD にも収録されています。
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インストール方法

Sun Blade X6240 サーバーモジュールには、次の方法で Solaris OS をインストールで
きます。

■ ハードドライブにプリインストールされている Solaris 10 オペレーティングシステ
ムのイメージをブートします。

■ DVD または CD-ROMメディアから、Solaris インストールプログラムに表示され
る手順に従って 1 台のサーバーにインストールする方法。Solaris インストールプ
ログラムは、Solaris 10 メディアに収録されており、Solaris Device Configuration 
Assistant を含んでいます。Solaris インストールプログラムは、グラフィカルユー
ザーインタフェース (GUI) を使用するか、コンソールから文字列を入力して実行
します。

■ Preboot Execution Environment (PXE) 技術を使用して、次の方法により、ネット
ワーク経由で 1 台または複数のサーバーにインストールする方法。

■ リモートの DVD イメージまたは CD イメージから、ネットワーク経由で 
Solaris のインストールプログラムを実行する

■ JumpStart™ を使用してインストールする

■ ディスクレスブートを使用してインストールする

■ シリアルコンソールを使用してインストールする

表 4-2 は、この章で説明しているインストール方法の概要とインストール手順の参照先
を示しています。

表 4-2 インストール方法 

方法 説明 指示書

プリインストールイ
メージからブートする。

Solaris 5/08 OS イメージは、Sun Blade X6240 サー
バーモジュールのハードドライブにプリインストー
ルされています。

『Sun Blade X6240 サーバーモ
ジュール設置マニュアル』
(820-5247)

DVD メディアまたは 
CD-ROM メディアから
インストールする。

DVD または CD-ROMメディアに入っている Solaris 
のインストールプログラムを使用して、表示される
手順に従って 1 台のサーバーにインストールします。

「配布メディアからの Solaris オペ
レーティングシステムのインス
トール」(54 ページ)
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注 – Solaris OS には、広域ネットワーク (WAN) を経由でブートするインストールプ
ログラムなどの追加プログラムが用意されていますが、Sun Blade X6240 サーバーモ
ジュールで使用できるのは、本書に記載されているインストール方法のみです。

Solaris 10 インストールの作業マップ

一連の作業として定義されたインストールプロセスを確認するには、表 4-3 を参照して
ください。この表では、各作業と説明、その作業に関する指示の参照先が示されてい
ます。

PXE を使用してネット
ワークからインストー
ルする。

リモートの DVD イメージまたは CD イメージから
ネットワーク経由で Solaris OS をインストールする
場合、または JumpStart インストールで処理を自動
化して、複数のシステムにインストールする場合は、
PXE インストールを実行する必要があります。

PXE を使用してネットワーク経由でブートするに
は、インストールサーバーと DHCP サーバーをセッ
トアップし、ネットワークからブートする各サー
バーで BIOS を構成する必要があります。

PXE インストールの設定を行うに
は、『Solaris 10 インストールガイ
ド (ネットワークインストール)』
の「x86: PXE によるブートに関す
るガイドライン」の手順に従って
ください

PXE を使ってブートする手順は、
「PXE によるネットワーク経由で
のサーバーのブート」(52 ページ) 
を参照してください

シリアルコンソールか
らインストールする。

PXE ベースのネットワークインストールでシリアル
コンソールを使用して Solaris OS をインストールし
ます。

「シリアルコンソールを使用し
た Solaris のインストール」
(55 ページ)

ディスクレスブートを
実行する。

ハードドライブを使用せずに、Sun Blade X6240 
サーバーモジュールで Solaris OS をブートします。
この方法は、PXE ベースのネットワークインストー
ルで使用します。

『Solaris 10 インストールガイド
(ネットワークインストール)』の

「x86: PXE を使用したネットワー
ク経由のブートとインストール」

表 4-3 Solaris 10 インストールの作業マップ 

タスク 説明 関連する節

サーバーをセットアップします。 サーバーハードウェアを設置し、サー
ビスプロセッサを構成します。

『Sun Blade X6240 サーバーモジュー
ル設置マニュアル』(820-5247)

『Sun Blade X6240 サーバーモジュール
ご使用にあたって』を確認します。

このドキュメントには、Solaris OS ソ
フトウェアおよびパッチに関する最新
情報が記載されています。

『Sun Blade X6240 サーバーモジュー
ルご使用にあたって』(820-5285)

システム要件を確認します。 使用するサーバーが最低システム要件
を満たしていることを確認します。

表 4-1

表 4-2 インストール方法 (続き)

方法 説明 指示書
第 4 章 Solaris 10 のインストール 49



Solaris オペレーティングシステムの
インストールの準備
Solaris OS をインストールする前に、システムに関する情報を収集しておく必要があ
ります。計画および初期セットアップは、CD/DVD からのローカルインストール、ま
たは PXE ベースのネットワークインストールのどちらを行うかによって異なります。

また、インストールに使用する適切なメディアも入手する必要があります。

Solaris OS のインストールに必要な
情報を収集します。

収集する必要のある情報は、使用する
システム環境、および Solaris OS のイ
ンストール方法によって異なります。

「Solaris 10 のインストールについ
て」(45 ページ)

Solaris OS のドキュメントを確認し
ます。

ソフトウェアに付属する Solaris OS の
ドキュメントには、インストールにつ
いて知っておく必要のある情報の大部
分が記載されています。

「Solaris 10 関連の情報の場所」
(47 ページ)

Solaris OS をインストールします。 インストール方法を選択し、手順を確
認します。

表 4-2

必要に応じて追加のソフトウェアを
インストールします。

Solaris OS には Solaris OS ドライバが
付属していますが、 その他のソフト
ウェアは、Tools and Drivers CD から
インストールする必要があります

『Sun Blade X6240 サーバーモ
ジュールご使用にあたって』
(820-5285)

必要に応じてパッチをインストール
します。

パッチは、SunSolve のパッチポータル 
(http://www.sunsolve.sun.com) 
で入手できます。

『Sun Blade X6240 サーバーモ
ジュールご使用にあたって』
(820-5285)

表 4-4 インストールメディア

メディア タイトル

DVD Solaris 10 OS 5/08 DVD

CD-ROM Solaris 10 OS 5/08 Software CD
Solaris 10 5/08 Languages for x86 Platforms CD
Tools and Drivers

パッチ パッチについては、『Sun Blade X6240 サーバーモジュールご使用にあたって』
を参照してください。

表 4-3 Solaris 10 インストールの作業マップ (続き)

タスク 説明 関連する節
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インストールの前提条件

Solaris OS をインストールする前に、次の作業を完了しておく必要があります。

1. 使用するシステムが最低システム要件を満たしていることを確認します (「システム
の要件」(46 ページ) を参照)。

2. Solaris インストールプログラムの GUI またはテキストインストーラを使用する
場合は、ローカルの CD/DVD ドライブまたはネットワーク接続、およびキー
ボードとモニタが必要です。マルチポートドングルケーブルをサーバーモジュー
ルの前面に接続する必要もあります。詳細は、『Sun Blade X6240 サーバーモ
ジュール設置マニュアル』(820-5247) を参照してください。

3. Solaris OS のインストールに必要な情報を収集します。

■ 『Solaris 10 インストールガイド (基本編)』
(http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-0314) の第 1 章にあるインス
トール用チェックリストを参照してください。

■ Solaris 10 をインストールする場合は、
http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-6266 を参照してください。

■ システムがネットワークに接続されていない場合は、インストール先システムの
ホスト名、およびシステムで使用する予定の言語と地域を知っておく必要があり
ます。

■ システムがネットワークに接続されている場合は、チェックリストを使用して次
の情報を収集します。

■ インストール先システムのホスト名

■ システムで使用する予定の言語と地域

■ ネームサーバーの IP アドレス

■ サブネットマスク

■ ネームサービスの種類 (DNS、NIS、NIS+ など)

■ ゲートウェイの IP アドレス

■ ドメインネーム

■ ネームサーバーのホスト名

■ ネームサーバーの IP アドレス

■ ルートパスワード

4. Solaris OS をネットワーク経由でインストールする場合は、Solaris OS をイン
ストールする前に、PXE ベースのネットワークインストールをセットアップす
る必要があります。

■ PXE ベースのネットワークインストールのための設定を行う方法については、
「PXE によるネットワーク経由でのサーバーのブート」(52 ページ) を参照して
ください。
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注 – USB を経由したリモートインストールの詳細は、使用するプラットフォームに
関するドキュメント (Solaris 10 に付属) を参照してください。USB ベースのインス
トールがサポートされていない場合は、PXE を使用してください。

GRUB 環境でのサーバーのブート
Solaris 10 1/06 (Solaris 10 バージョン 1/06) 以降では、x86 ベースのシステムでオー
プンソースの GNU Grand Unified Bootloader (GRUB) が使用されます。GRUB を使
うと、システムのメモリーにブートアーカイブをロードできます。ブートアーカイブ
には、システムのブートに必要なカーネルモジュールと構成ファイルが含まれていま
す。GRUB については、grub(5) のマニュアルページを参照してください。

GRUB 環境で Solaris 10 が動作している Sun Blade X6240 サーバーモジュールをブー
トする方法については、次の場所にある『Solaris のシステム管理 (基本編)』
(http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-0378) を参照してください。

PXE によるネットワーク経由での
サーバーのブート
この手順は、『Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストール)』
(http://docs.sun.com/app/docs/doc/820-4556) の手順と併用してください。

Sun Blade X6240 サーバーモジュールには、PXE を使ったネットワーク起動に必要な
PXE の仕様が実装されています。PXE 技術により、サーバーモジュールで動的ホスト
構成プロトコル (DHCP) を使用してネットワーク経由で Solaris OS をブートできる
ようになります。また、リモートの CD または DVD イメージを使用して Solaris OS
をネットワーク経由でサーバーモジュールにインストールすることもできます。さら
に、JumpStart シナリオを使ってインストール処理を自動化すると、Solaris OS を複
数の Sun Blade X6240 サーバーモジュールにインストールする際に便利です。

PXE では、ネットワークを経由して直接ブートします。そのため、Sun Blade X6240
のクライアントシステムに起動メディアは必要ありません。
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開始前のご注意

PXE を使用してネットワーク経由でブートする前に、次の作業を完了する必要があり
ます。

1. インストールサーバーをセットアップします。

2. インストールする Sun Blade X6240 サーバーモジュールクライアントを追加します。

3. DHCP サーバーをセットアップします。

▼ PXE を使ってサーバーをネットワーク経由で
ブートする

1.『Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストール)』
(http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-0323)の「x86: PXE によるブート
に関するガイドライン」の作業を実行します。

PXE ブートに必要なシステムをすでにセットアップしている場合は、作業マップ 
(表 4-3) を使用してすべての作業を実行したかどうか確認します。

▼ PXE を使ってサーバーをネットワーク経由で
ブートします。

1.『Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストール)』
(http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-0323) の手順に従い、 

2. 画面に表示される指示に沿って作業を進めます。

3. BIOS の画面が表示されたら、F12 キーを押して、PXE サーバーからネットワー
ク経由でブートします。
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配布メディアからの Solaris オペレー
ティングシステムのインストール
CD または DVD を使って Sun Blade X6240 サーバーモジュールに Solaris OS をイン
ストールするには、ここで説明する手順に従います。ここでは、Solaris インストール
プログラムを使用した対話式インストールについて説明します。

Solaris 10 OS のインストール用メディアに収録されているプログラムは、GUI を使用
するか、コンソールから文字列を入力して実行します。GUI およびコマンド行インタ
フェース (CLI) で、画面に従って OS をインストールします。

注 – Sun Blade X6240 サーバーモジュールの起動ディスクには、Solaris 10 5/08 オペ
レーティングシステムまたは Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 
オペレーティングシステムがプリインストールされています。Solaris 10 5/08 OS が
インストールされている場合は、より新しいバージョンの OS をインストールする場
合を除き、ここで説明する手順は必要ありません。起動ディスクから Solaris 5/08 
OS をインストールする手順については、『Sun Blade X6240 サーバーモジュール設置
マニュアル』(820-5247) を参照してください。

▼ 配布メディアから Solaris OS をインストールする

注 – この手順を実行する前に、「Solaris オペレーティングシステムのインストールの
準備」(50 ページ) に記載されている作業を実行します。

1. サーバーモジュールの電源を切断します。

2. マルチポートドングルケーブルをサーバーモジュールの前面にあるコネクタに接
続します。

3. USB CD/DVD ドライブをマルチポートドングルケーブルの USB コネクタに接
続します。

4. 電源を入れて、サーバーモジュールをブートします。

サーバーモジュール BIOS は、CD/DVD からのブートに対応しています。

5. Solaris 10 OS の CD または DVD を、Sun Blade X6240 サーバーモジュールに
挿入します。
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6.『Solaris 10 11/06 インストールガイド (基本編)』
(http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-7797)の第 2 章にある「x86: 
Solaris インストールプログラムによるインストールまたはアップグレード」の
手順に従います。

手順 4 から始めます。プロンプトが表示されたら、構成に関する質問に回答しな
がらインストールを完了します。

画面のデフォルト値をそのまま使用すると、ハードディスク全体のフォーマット、
自動レイアウトのファイルシステムの使用、およびすでに選択されている一連の
ソフトウェアのインストールを実行できます。また、インストールをカスタマイ
ズしてハードディスクのレイアウトを変更したり、Solaris の fdisk のパーティ
ションを変更したり、インストールするソフトウェアを選択したりすることもで
きます。

シリアルコンソールを使用した Solaris 
のインストール
Solaris のテキストインストーラを使用すると、Solaris OS インストールプログラムの
指示に従って端末またはコンソールウィンドウ内で情報を入力することができます。
この手順に従って、PXE を使用してネットワーク経由で Solaris 10 OS をインストー
ルできます。

開始前のご注意

Sun Blade X6240 サーバーモジュールのネットワークインタフェースカード (NIC)
は、ネットワーク起動プロトコルである PXE に対応しています。サーバーモジュール
のシステム BIOS およびネットワーク インタフェース BIOS は、DHCP サーバーにつ
いて確認するクエリーをネットワークに自動的に送信します。

シリアルコンソールをセットアップする前に、次のシステムを、PXE ベースのネット
ワークインストールに対応するようにセットアップする必要があります。

■ PXE ベースのネットワークインストールをサポートするように構成された DHCP 
サーバー

■ Solaris 10 OS のインストールをサポートするように構成された PXE サーバー

システムを設定するには、『Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストー
ル)』(http://docs.sun.com/app/docs/doc/820-4556) を参照してください。
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▼ シリアルコンソールを使用して Solaris オペレー
ティングシステムをインストールする

注 – 手順 1 ～ 3 の詳細は、『Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストー
ル)』(http://docs.sun.com/app/docs/doc/820-4556) を参照してください。

1. 端末をサービスプロセッサのシリアルポートに接続します。

端末、端末エミュレーションソフトウェアが動作している PC、または端末サー
バーを使用できます。

2. 端末の受信速度を 9600 ボーに設定します。

3. インストール先のサーバーに x86 クライアントを追加し、インストール時に使用
する起動デバイスを指定します。

インストールクライアントのセットアップ時に起動デバイスを指定すると、イン
ストール時に Device Configuration Assistant でこの情報を入力する必要がありま
せん。

この例では、共通の値として次の値を使用します。

■ クライアントの MAC アドレス: 00:07:e9:04:4a:bf

■ サーバー IP アドレス (GRUB のみ): 192.168.0.123

■ クライアントのマクロ名 (GRUB のみ): 01000039FCF2EF

OS のバージョン別のコマンドを次の例のように入力します。

ヒント – これらのコマンドの使用方法の詳細は、コマンドのマニュアルページを参
照してください。

■ Solaris 10 5/08 OS システム (GRUB によるブートの場合) 
# cd /export/boot/Solaris_10/Tools

# ./add_install_client -d -e “00:07:e9:04:4a:bf” \

-b “consolatory” i86pc

# datum -A -m 01000039FCF2EF \

-d “:BootSrvA=192.168.0.123:BootFile=01000039FCF2EF:”

# pntadm -f 01 -A $CLIENT_IP -i 01000039FCF2EF \ 

-m 01000039FCF2EF $CLIENT_NET

4. サービスプロセッサに Administrator としてログインします。

5. 次のコマンドを入力して、シリアルコンソールを起動します。

start /SP/console
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6. Sun Blade X6240 サーバーモジュールをブートします。

『Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストール)』
(http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-0323) の手順を参照してください。

7. プロンプトが表示されたら、BIOS で F12 キーを押します。

8. OS がインストールされたら、システムにログインして次の eeprom コマンドを
実行し、bootenv.rc を変更します。

eeprom input-console=ttya
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章第 5

VMware ESX Server 3.5 ソフトウェアの
インストール

この章では、Sun Blade X6240 サーバーモジュールに VMware ESX Server 3.5 Update
1 をインストールする方法を説明します。この章には次の節があります。

■ 「開始前のご注意」(59 ページ)

■ 「VMware ESX Server 3.5 Update 1 インストールの概要」(62 ページ)

■ 「VMware ESX Server 3.5 ISO イメージのダウンロード」(63 ページ)

■ 「リモート CD またはリモート ISO イメージからの VMware ESX Server 3.5 のイ
ンストール」(63 ページ)

■ 「ローカル CD からの VMware ESX Server 3.5 Update 1 のインストール」(66 ページ)

■ 「アップデートとパッチの適用による VMware Server 3.5 ソフトウェアのアップ
デート」(68 ページ)

開始前のご注意
次の節を参照してください。

■ 「ESX Server 3.5 インストールの作業マップ」(60 ページ)

■ 「VMware のインストールと管理ドキュメント」(60 ページ)

■ 「ネットワークインタフェースの計画」(61 ページ)

■ 「インストール方法の選択」(61 ページ)
59



ESX Server 3.5 インストールの作業マップ

次の表に、インストール作業の順序と詳細情報が記載されている関連セクションを示
します。

VMware のインストールと管理ドキュメント

Sun Blade X6240 サーバーモジュールへの VMware ESX Server 3.0.1 ソフトウェアの
インストールを開始する前に、次のドキュメント
(http://www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html) を参照して、必要な
情報を収集してください。

■ VMware Infrastructure の概要

■ クイックスタートガイド

■ インストールおよびアップグレードガイド

■ 基本システム管理

■ Virtual Infrastructure Web Access システム管理者ガイド

■ サーバ構成ガイド 

表 5-1 ESX Server 3.5 インストールの作業マップ

インストール作業 関連する節

システムに関する情報を収集します。 「VMware のインストールと管理ドキュメント」
(60 ページ)

ネットワークインタフェースを計画します。「ネットワークインタフェースの計画」(61 ページ)

インストール方法を選択します。 「インストール方法の選択」(61 ページ)

ISO イメージをダウンロードします。 「VMware ESX Server 3.5 ISO イメージのダウン
ロード」(63 ページ)

ISO イメージをダウンロードして CD に書
き込みます。

「VMware ESX Server 3.5 ISO イメージのダウン
ロード」(63 ページ)

特定のネットワークインタフェースを識別
します。

「ネットワークインタフェースの計画」(61 ページ)

VMware ESX Server 3.5 ソフトウェアのイ
ンストールを完了します。

http://www.vmware.com/support/pubs/v

i_pubs.html を参照してください。

必要に応じて、VMware ESX Server 3.5 ソ
フトウェアをアップデートします。

「アップデートとパッチの適用による VMware 
Server 3.5 ソフトウェアのアップデート」
(68 ページ)
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ネットワークインタフェースの計画
■ Virtual Infrastructure 3 のサービスコンソールおよび管理インタフェースは、ネット

ワークインタフェースによって異なります。サービスコンソールは、ライブ接続で
最初のインタフェースを自動的に使用するわけではないので、 ライブインタフェー
スがホスト管理用サービスコンソールに関連付けられている必要があります。

ネットワークインタフェースの配線と BIOS の注意点は、『Sun Blade X6240 Server 
Module Service Manual (Sun Blade X6240 サーバーモジュールサービスマニュアル)』
を参照してください。

■ デフォルトでは、vmnic0 がサービスコンソールの通信用に割り当てられています。

インストール方法の選択

VMware をサーバーにインストールする最も一般的な方法は、次のとおりです。

■ VMware の Web サイトからダウンロードしたリモート ISO イメージ。ILOM リ
モートコンソールアプリケーション (JavaRConsole) を使用してリダイレクトされ
ます。

■ リモート CD/DVD ドライブ。VMware の Web サイトからダウンロードした ISO 
イメージが書き込まれたディスクを挿入します。ILOM リモートコンソールアプ
リケーションを使用してリダイレクトされます。

■ ローカル CD/DVD ドライブ。VMware の Web サイトからダウンロードした ISO 
イメージが書き込まれたディスクを挿入します。

■ kickstart による自動インストール。Preboot Execution Environment (PXE) ネット
ワークサーバーに保存されている VMware ソフトウェア (インストールツリー ) か
らインストールします。

この章では、最初の 3 つの方法について説明します。PXE インストールを準備する詳
細は、『VMware Installation and Upgrade Guide for VESX Server 3 and Virtual Center 2.0
(VESX Server 3 と Virtual Center 2.0 の VMware インストールおよびアップグレード
ガイド)』の第 6 章「Remote and Scripted Installations (リモートおよびスクリプトイ
ンストール)」を参照してください。このドキュメントは、
http://www.vmware.com/pdf/vi3_301_201_installation_guide.pdf で入
手できます。

または、次の Web サイトにアクセスしてドキュメントを検索してください。

http://www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html
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VMware ESX Server 3.5 Update 1 
インストールの概要
VMware サーバーソフトウェアをインストールするには、次の手順に従います。

1. VMware ESX Server 3.5 ドキュメントを参照します 
(http://www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html で入手可能)。

ドキュメントの一覧については、「VMware のインストールと管理ドキュメント」
(60 ページ) を参照してください。

2. VMware サーバー ISO イメージをダウンロードします。

「VMware ESX Server 3.5 ISO イメージのダウンロード」(63 ページ) を参照してく
ださい。

3. 選択したインストール方法に応じて、下記の適切な手順に従って VMware サー
バーソフトウェアをインストールします。

■ リモートインストール。リモートの ISO イメージまたはリモート CD/DVD ド
ライブ (ISO イメージが書き込まれたディスクを挿入) からインストールします 
(「リモート CD またはリモート ISO イメージからの VMware ESX Server 3.5 
のインストール」(63 ページ) を参照)。

■ ローカルインストール。Sun Blade X6240 サーバーモジュールに接続された
ローカル USB CD/DVD ドライブ (ISO イメージが書き込まれたCD-ROM を挿
入) からインストールします (「ローカル CD から VMware ESX Server 3.5 をイ
ンストールする」(66 ページ) を参照)。

4. 必要に応じて、最新のアップデートとパッチを適用して ESX Server 3.5 ソフト
ウェアをアップデートします。

「アップデートとパッチの適用による VMware Server 3.5 ソフトウェアのアップ
デート」(68 ページ) を参照してください。
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VMware ESX Server 3.5 ISO イメージの
ダウンロード
VMware ESX Server をどの方法でインストールする場合でも、まずソフトウェアイン
ストール CD の ISO イメージをダウンロードする必要があります。

▼ VMware ESX Server 3.5 ISO イメージを
ダウンロードする

1. ネットワークに接続された、CD 書き込み機能を搭載したシステムを使用して、
次の Web サイトから ISO イメージをダウンロードします。

http://www.vmware.com/download/vi/eval.html 

2. 必要に応じて、イメージを CD に書き込みます。

リモート CD またはリモート ISO 
イメージからの VMware ESX 
Server 3.5 のインストール
ここでは、Integrated Light Out Manager (ILOM) リモートコンソールを使用して、リ
モート CD/DVD ドライブまたはリモート ISO イメージから VMware ESX Server 3.5
をインストールする手順を説明します。

注 – 次の手順を完了する前に、『Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズ
ガイド』(820-2698) を参照してください。このマニュアルでは、ILOM サービスプロ
セッサの Web インタフェースを使用してコンソールをリダイレクトする方法につい
て詳しく説明しています。
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▼ リモート CD またはリモート ISO イメージから 
VMware ESX Server 3.5 をインストールする

1. VMware ESX Server のインストール CD/DVD またはこれに相当する ISO イメー
ジを準備します。

2. ILOM サービスプロセッサの Web インタフェースに接続します。

3.「Remote Control (リモートコントロール)」タブ、「Mouse Mode Settings (マウ
スモード設定)」タブの順に選択します。

4.「Redirection (リダイレクト)」タブを選択します。

5.「Launch Redirection (リダイレクトの起動)」ボタンをクリックして、
JavaRConsole アプリケーションを起動します。

6. JavaRConsole にログインします。

7. キーボードおよびマウスのリダイレクトを開始します。

「Devices (デバイス)」メニューの「Keyboard and Mouse (キーボードとマウス)」
を選択します。

8. CD/DVD のリダイレクトを開始します。

JavaRConsole の「Devices (デバイス)」メニューから CD をリダイレクトする方
法は、次の 2 とおりあります。

■ リモートコンソールの CD ドライブに実際に CD-ROM を挿入する場合は、
ドライブに CD-ROM を挿入し、「CD-ROM」を選択します。

■ リモートコンソールにインストールされている ISO イメージを使用する場合
は、「CD-ROM Image (CD-ROM イメージ)」を選択し、ISO ファイルの場所を
指定します。

注 – 使用している USB デバイスの数によっては、インストール先の場所またはデバ
イスを指定するプロンプトが表示される場合があります (このプロンプトは、通常は
表示されません)。表示された場合は、「CD-ROM Image (CD-ROM イメージ)」を選
択します。次にデバイスドライバを選択するように求めるプロンプトが表示された
ら、「Linux USB Driver (Linux USB ドライバ)」を選択します。
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9.『Installation and Upgrade Guide for VMware Infrastructure (VMware 
Infrastructure インストールおよびアップグレードガイド)』の説明に従って、
インストール作業を実行します。

ネットワーク接続されたシステムから 
http://www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html にアクセスします。

10. Sun Blade X6240 サーバーモジュールの特定のネットワークインタフェースを確
認します。

Sun Blade X6240 サーバーモジュールのサービスコンソールウィンドウで、利用可
能なネットワーク構成を確認します。ESX Server 3.5 Update 1 については、図 5-1 
を参照してください。

図 5-1 ESX Server 3.5 の「Network Configuration (ネットワーク構成)」ダイアログボックス

11. 必要に応じて、最新のアップデートとパッチを適用して ESX Server 3.5 ソフト
ウェアをアップデートします。

「アップデートとパッチの適用による VMware Server 3.5 ソフトウェアのアップ
デート」(68 ページ) を参照してください。

注 – 最適なパフォーマンスを得るために、すべての重要なパッチおよびセキュリ
ティパッチを適用します。
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ローカル CD からの VMware ESX 
Server 3.5 Update 1 のインストール
ここでは、ローカル接続されている USB CD/DVD ドライブに挿入されている
CD-ROM から VMware ESX Server 3.5 をインストールする方法を説明します。

必要なアイテム

ローカル配布メディアからインストールするには、次のアイテムが必要です。

■ 次のアイテムを装着した Sun Blade X6240 サーバーモジュール

■ USB 接続のキーボードおよびマウス

■ USB 接続の CD/DVD ドライブ

■ モニター

■ Sun Blade X6240 サーバーモジュールの前面スロットに接続するマルチポート
ドングルケーブル

■ VMware ESX Server 3.5 メディア CD-ROM

▼ ローカル CD から VMware ESX Server 3.5 を
インストールする

この手順を実行するには、Sun Blade X6240 サーバーモジュール用マルチポートドン
グルケーブルが必要です。

1. マルチポートドングルケーブルを Sun Blade X6240 サーバーモジュールの前面に接
続します。

2. 次のアイテムをドングルの USB ポートに接続します。

■ CD/DVD ドライブ

■ USB 接続のキーボードおよびマウス

注 – JavaRConsole を介してキーボード、ビデオ、およびマウス (KVM) アクセスを
構成することもできます。
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3. サーバーモジュールにモニターを接続します (Java KVM を使用している場合は
不要)。

4. サーバーモジュールの電源を入れます。

5. CD/DVD ドライブにCD-ROM メディアを挿入します。サーバーが CD-ROM 
から起動し、boot プロンプトが表示されます。

boot:

6. グラフィカルモードにアクセスする場合は、Enter キーを押します。

7. テキストモードで操作する場合は、次のコマンドを入力します。

esx text

8.『Installation and Upgrade Guide for VMware Infrastructure (VMware 
Infrastructure インストールおよびアップグレードガイド)』の説明に従って、
インストール作業を実行します。

ネットワークに接続しているシステムから 
http://www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html にアクセスします。

9. Sun Blade X6240 サーバーモジュールの特定のネットワークインタフェースを確
認します。

Sun Blade X6240 サーバーモジュールのサービスコンソールウィンドウで、利用可能
なネットワーク構成を確認します (ESX Server 3.5 Update 1 については図 5-1 を参照)。

10. VMware のインストールを完了します。

この詳細は、『Installation and Upgrade Guide for VMware Infrastructure (VMware 
Infrastructure インストールおよびアップグレードガイド)』
(http://www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html) に記載されています。

11. 必要に応じて、最新のアップデートをパッチを適用して VMware ESX Server 
3.5 ソフトウェアをアップデートします。

「アップデートとパッチの適用による VMware Server 3.5 ソフトウェアのアップ
デート」(68 ページ) を参照してください。

注 – すべての重要なパッチおよびセキュリティパッチをインストールすることを強
く推奨します。
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アップデートとパッチの適用による 
VMware Server 3.5 ソフトウェアの
アップデート
ソフトウェアは常にアップデートされるため、配布メディアに収録されているアップ
デートやパッチが最新バージョンでない場合があります。

VMware ESX Server 3.5 のアップデートイメージは、
http://www.vmware.com/download/vi/vi3_patches.html からダウンロード
できます。
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