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はじめに

このマニュアルでは、ローカルエリアネットワークや広域ネットワークを介して
Solaris™オペレーティングシステム (Solaris OS)をリモートでインストールする方法
について説明します。

このマニュアルには、システムハードウェアや周辺装置を設定する方法は記載されて
いません。

注 –このリリースでは、SPARC®および x86系列のプロセッサアーキテクチャー
(UltraSPARC®、SPARC64、AMD64、Pentium、Xeon EM64T)を使用するシステムを
サポートします。サポートされるシステムについては、Solaris 10 Hardware
Compatibility List (http://www.sun.com/bigadmin/hcl)を参照してください。
本書では、プラットフォームにより実装が異なる場合は、それを特記します。

本書の x86に関連する用語については、以下を参照してください。

� 「x86」は、64ビットおよび 32ビットの x86互換製品系列を指します。

� 「x64」は、AMD64または EM64Tシステムに関する 64ビット特有の情報を指し
ます。

� 「32ビット x86」は、x86をベースとするシステムに関する 32ビット特有の情報
を指します。

サポートされるシステムについては、Solaris 10 Hardware Compatibility Listを参照
してください。
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対象読者
このマニュアルは、Solarisソフトウェアのインストールを担当するシステム管理者を
対象としています。このマニュアルには、ネットワーク環境で複数の Solarisマシンを
管理するエンタープライズシステム管理者向けの上級 Solarisインストール情報が含ま
れています。

インストールの基本情報については、『Solaris 10インストールガイド (基本編)』を参
照してください。

関連情報
表 P–1に、Solarisソフトウェアをインストールする際に必要な関連情報の一覧を示し
ます。

表 P–1関連情報

情報 説明

『Solaris 10インストールガイド (基本編)』 グラフィカルユーザーインタフェース (GUI)を使って Solaris
の基本的なインストールを実行する方法が解説されていま
す。

『Solaris 10インストールガイド (Solaris Live
Upgradeとアップグレードの計画)』

CDまたは DVDメディアを使用してシステムを Solaris OS
にアップグレードする方法が記載されています。Solaris Live
Upgrade機能を使用してブート環境を作成および管理する方
法と、システムをこのようなブート環境にアップグレードす
る方法についても解説されています。

『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』

無人でのカスタム JumpStartインストールを実行するため
に、必要なファイルとディレクトリを作成する方法が解説さ
れています。JumpStartインストールの実行時に RAID-1ボ
リュームを作成する方法についても解説されています。
Solarisフラッシュアーカイブを作成しネットワーク経由で配
備することで、Solaris OSをすばやくインストールする方法
が解説されています。これらのアーカイブを管理する方法
と、フラッシュ差分アーカイブを使ってクローンシステムを
すばやく更新する方法についても解説されています。
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表 P–1関連情報 (続き)
情報 説明

『Solaris 10インストールガイド (Solarisフ
ラッシュアーカイブの作成とインストール)』

Solarisフラッシュアーカイブを作成しネットワーク経由で配
備することで、Solaris OSをすばやくインストールする方法
が解説されています。これらのアーカイブを管理する方法
と、フラッシュ差分アーカイブを使ってクローンシステムを
すばやく更新する方法についても解説されています。

『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシ
ステム)』

システムファイルのバックアップ方法が解説されています。

『Solaris 10ご使用にあたって』 Solarisリリースに関する、バグ、既知の問題、提供が中止さ
れたソフトウェア、パッチなどが解説されています。

SPARC:『Solaris 10 Sunハードウェアマニュア
ル』(http://docs.sun.com)

サポート対象のハードウェアについて解説されています。

『Solaris 10パッケージリスト』 Solaris 10 OSに含まれるパッケージの一覧と説明です。

x86: Solaris Hardware Compatibility List サポート対象ハードウェアの情報とデバイス構成の詳細が解
説されています。

マニュアル、サポート、およびトレーニ
ング
SunのWebサイトでは、次のサービスに関する情報も提供しています。

� マニュアル (http://jp.sun.com/documentation/)
� サポート (http://jp.sun.com/support/)
� トレーニング (http://jp.sun.com/training/)

表記上の規則
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用しま
す。
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表 P–2表記上の規則

字体または記号 意味 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディレク
トリ名、画面上のコンピュータ出
力、コード例を示します。

.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。

system%

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区別して示し
ます。

system% su

password:

AaBbCc123 変数を示します。実際に使用する特
定の名前または値で置き換えます。

ファイルを削除するには、rm
filenameと入力します。

『』 参照する書名を示します。 『コードマネージャ・ユーザーズガ
イド』を参照してください。

「」 参照する章、節、ボタンやメニュー
名、強調する単語を示します。

第 5章「衝突の回避」を参照してく
ださい。

この操作ができるのは、「スーパー
ユーザー」だけです。

\ 枠で囲まれたコード例で、テキスト
がページ行幅を超える場合に、継続
を示します。

sun% grep ‘^#define \

XV_VERSION_STRING’

コード例は次のように表示されます。

� Cシェル

machine_name% command y|n [filename]

� Cシェルのスーパーユーザー

machine_name# command y|n [filename]

� Bourneシェルおよび Kornシェル

$ command y|n [filename]

� Bourneシェルおよび Kornシェルのスーパーユーザー

# command y|n [filename]

[ ]は省略可能な項目を示します。上記の例は、filenameは省略してもよいことを示し
ています。

|は区切り文字 (セパレータ)です。この文字で分割されている引数のうち 1つだけを
指定します。

キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shiftキーを押しま
す)。ただし、キーボードによっては Enterキーが Returnキーの動作をします。
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ダッシュ (-)は 2つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-Dは
Controlキーを押したまま Dキーを押すことを意味します。
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パート I
ネットワーク経由のインストールの計
画

このパートでは、ネットワーク経由のインストールを計画する方法について説明しま
す。
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第 1章

Solarisインストールの新機能

この章では、Solarisインストールプログラムの新機能について説明します。Solaris
OSすべての機能の詳細は、『Solaris 10の概要』を参照してください。

� 19ページの「Solaris 10 1/06リリースにおける Solarisインストールの新機能」
� 22ページの「Solaris 10 3/05リリースにおける Solarisインストールの新機能」

Solaris 10 1/06リリースにおける Solaris
インストールの新機能
この節では、Solaris 10 1/06リリースの次のような新しいインストール機能について
説明します。

非大域ゾーンをインストールしている場合の
Solaris OSのアップグレード
Solaris 10 1/06以降のリリースでは、Solarisゾーン区分技術により、大域ゾーンであ
る Solarisの単一インスタンス内の非大域ゾーンを構成できるようになりました。非大
域ゾーンはアプリケーション実行環境の 1つで、そこではプロセスがほかのすべての
ゾーンから隔離されます。非大域ゾーンがインストールされたシステムが稼働してい
る場合は、標準の Solarisアップグレードプログラムを使用して Solaris 10 1/06リ
リースにアップグレードできます。アップグレードに使用できるのは、Solarisの対話
式インストールプログラムか、カスタム JumpStartです。非大域ゾーンがインストー
ルされている場合のアップグレードには、若干の制限があります。

� サポートされるカスタム JumpStartキーワードの数には制限があります。サポート
されるカスタム JumpStartキーワードについては、『Solaris 10インストールガイ
ド (カスタム JumpStart/上級編)』を参照してください。
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� CD-ROMは配布されませんが、DVD-ROMまたはネットワークインストールイ
メージによってアップグレードできます。

� 非大域ゾーンがインストールされているシステムでは、Solaris Live Upgradeを使
用してシステムをアップグレードしないでください。ブート環境は lucreateコ
マンドを使用して作成できますが、luupgradeコマンドを使用して非大域ゾーン
がインストールされているブート環境をアップグレードすることはできません。そ
の場合は、アップグレードに失敗し、エラーメッセージが表示されます。

Solaris対話式インストールプログラムの使用法については、『Solaris 10インストー
ルガイド (基本編)』を参照してください。

x86: GRUBベースのブート
Solaris 10 1/06以降のリリースでは、オープンソースの GNU GRand Unified
BootLoader (GRUB)が x86システムの Solaris OSに採用されています。GRUBの役割
は、ブートアーカイブをシステムのメモリーにロードすることです。ブートアーカイ
ブは、root (/)ファイルシステムがマウントされる前のシステム起動時に必要とされ
る重要なファイルの集合です。ブートアーカイブを使用して Solaris OSをブートしま
す。

もっとも注目すべき変更点は、Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成
用補助)が GRUBメニューに置き換えられたことです。GRUBメニューにより、シス
テムにインストールされている別のオペレーティングシステムのブートが容易になり
ます。GRUBメニューは x86システムのブート時に表示されます。矢印キーを使用し
て、インストールする OSインスタンスを GRUBメニューから選択できます。OSイ
ンスタンスを選択しないと、デフォルトの OSインスタンスがブートします。

GRUBベースのブート機能により、次の点が改善されます。

� ブート動作の高速化

� USB CDドライブまたは DVDドライブからのインストール

� USBストレージデバイスからブートする機能

� PXEブート用の簡略化された DHCPセットアップ (ベンダー固有のオプションな
し)

� すべての実行時モードドライバの削除

� Solaris Live Upgradeおよび GRUBメニューを使用して、ブート環境をすばやくア
クティブ化およびフォールバックする機能。

GRUBの詳細については、次の節を参照してください。
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作業 GRUBの作業 参照先

インストール GRUBベースのブートの概要 57ページの「x86: GRUBベースのブート (概
要)」

GRUBベースのブートのインストール
計画

60ページの「x86: GRUBベースのブート (計
画)」

GRUBメニューを使用したネットワー
ク経由のブートおよびインストール方
法

157ページの「DVDイメージを使用した、
ネットワークからのブートとインストール」

GRUBメニューとカスタム JumpStart
インストール方式によるブートおよび
インストール方法

『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の「カスタム JumpStartイ
ンストールの実行」

GRUBメニューと Solaris Live
Upgradeを使用して、ブート環境を
アクティブ化およびフォールバックす
る方法

� 『Solaris 10インストールガイド (Solaris Live
Upgradeとアップグレードの計画)』の「ブー
ト環境のアクティブ化」

� 『Solaris 10インストールガイド (Solaris Live
Upgradeとアップグレードの計画)』の「障害
回復:元のブート環境へのフォールバック (コ
マンド行インタフェース)」

GRUBメニューの menu.lstファイ
ルの検出

65ページの「x86: GRUBメニューの menu.lst
ファイルの検出 (作業)」

システム管理 GRUBメニューによるシステム管理作
業の実行方法

� 『Solarisのシステム管理 (基本編)』
� 『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイ
ルシステム)』

� bootadm(1M)のマニュアルページ
� installgrub(1M)のマニュアルページ

注 – GNUは、「GNU’s Not UNIX」の再帰的頭字語です。詳細について
は、http://www.gnu.orgを参照してください。

Solarisリリースのアップグレードサポートの変更
Solaris 10 1/06以降のリリースは、Solaris 8、9、または 10リリースからアップグ
レード可能です。Solaris 7リリースからのアップグレードはサポートされていませ
ん。
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Solaris 10 3/05リリースにおける Solaris
インストールの新機能
この節では、Solaris 10 3/05リリースの次のような新しいインストール機能について
説明します。

インストール手順の統一を含めた Solarisインス
トールの変更
Solaris 10 3/05以降のリリースでは、Solaris OSのインストールにいくつかの変更が
加えられ、より簡単で統一された方法でインストールできます。

変更内容は次のとおりです。

� 今回のリリースには、1枚のインストール DVDと数枚のインストール CDが付い
ています。Solaris Operating System DVDには、すべてのインストール CDの内容
が含まれています。

� Solaris Software 1 –ブート可能な CDは、この CDだけです。この CDから、
Solarisインストール用グラフィカルユーザーインタフェース (GUI)またはコン
ソールベースのインストールを利用できます。また、どちらのインストールを
利用する場合でも、選択したソフトウェア製品だけをインストールすることも
できます。

� その他の Solaris Operating System CD –これらの CDには次のものが含まれ
ます。

� Solarisパッケージ (必要に応じてインストールします)
� サポートまたは非サポートのソフトウェアが入っている ExtraValueソフト
ウェア

� インストーラ
� ローカライズされたインタフェースソフトウェアおよびマニュアル

� Solaris Installation CDはなくなりました。

� CDまたは DVDのどちらでインストールする場合も、GUIインストールがデ
フォルトです (十分なメモリーがある場合)。ただし、textブートオプションを使
用してコンソールベースのインストールを指定することもできます。

� インストール手順が単純化され、ブート時に言語サポートを選択し、ロケールを後
で選択できます。

注 – GUIまたはコンソールを使用しない Solarisカスタム JumpStart™インストール方
式には変更はありません。

22 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月



OSをインストールするには、Solaris Software - 1 CDまたは Solaris Operating
System DVDを挿入してから、次のいずれかのコマンドを入力します。

� デフォルトの GUIインストールの場合 (システムメモリーが十分にある場合)は、
boot cdrom と入力します。

� コンソールベースのインストールの場合は、boot cdrom - text と入力しま
す。

新しい textブートオプションのある CDま
たは DVDメディアを使用して Solaris OSを
インストールする方法について

『Solaris 10インストールガイド (基本編)』

CDメディアによるインストールサーバーの設
定方法の変更について

『Solaris 10インストールガイド (ネットワー
クインストール)』(このマニュアル)

GUIインストールまたはコンソールベースのインストー
ルを利用する
Solaris 10 3/05以降のリリースでは、ソフトウェアのインストールに GUIを使用する
か、ウィンドウ表示環境を使用するか、またはウィンドウ表示環境を使用しないかを
選択できます。メモリーが十分な場合は、デフォルトで GUIが表示されます。メモ
リー不足により GUIを表示できない場合はデフォルトで別の環境が表示されます。
nowinブートオプションまたは textブートオプションを使用すると、デフォルト設
定を無効にできます。ただし、システムのメモリー量による制限や、リモートでイン
ストールする場合の制限があります。また、ビデオアダプタが検出されない場合、
Solarisインストールプログラムは自動的にコンソールベースの環境で表示されます。

具体的なメモリー要件については、37ページの「システム要件と推奨事項」を参照
してください。
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カスタム JumpStartインストールのパッケージと
パッチの機能拡張
Solaris 10 3/05以降のリリースでは、カスタム JumpStartインストール方式を使用し
て Solaris OSをインストールおよびアップグレードした場合、新しくカスタマイズす
ることで次のことが可能になります。

� Solarisフラッシュインストールと追加パッケージ

カスタム JumpStartプロファイルの packageキーワードが拡張され、Solarisフ
ラッシュアーカイブを追加パッケージとともにインストールできるようになりまし
た。たとえば、2台のマシンに同じ基本アーカイブをインストールし、それぞれの
マシンに別のパッケージを追加することができます。これらのパッケージは、
Solaris OSディストリビューションに含まれている必要はありません。

� Solarisディストリビューションに含まれない追加パッケージのインストール

packageキーワードが拡張され、Solarisディストリビューションに含まれない
パッケージもインストールできるようになりました。追加パッケージをインストー
ルするために、インストール後スクリプトを作成する必要がなくなりました。

� Solaris OSパッチをインストールする機能

カスタム JumpStartプロファイルの新しい patchキーワードを使用して、Solaris
OSのパッチをインストールできます。この機能を利用して、パッチファイルに指
定されているパッチをインストールできます。

詳細は、『Solaris 10インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』を参照して
ください。

インストール時に複数のネットワークインタ
フェースを構成する
Solaris 10 3/05以降のリリースでは、Solarisインストールプログラムを使用してイン
ストール時に複数のインタフェースを構成できます。これらのインタフェースは、シ
ステムの sysidcfgファイルに事前に構成できます。また、インストール時に構成す
ることもできます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。

� 『Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール)』(このマニュアル)
� sysidtool(1M)
� sysidcfg(4)

SPARC: 64ビットパッケージに関する変更点
以前の Solarisリリースでは、Solarisソフトウェアは 32ビットコンポーネントと 64
ビットコンポーネントがそれぞれ別のパッケージで提供されていました。Solaris 10
3/05以降のリリースでは、パッケージが簡略化され、32ビットコンポーネントと 64
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ビットコンポーネントのほとんどが 1つのパッケージで配布されています。統合され
たパッケージでは、元の 32ビットパッケージの名前がそのまま使用されています。
64ビットパッケージは提供されなくなりました。

64ビットパッケージがなくなったことで、インストールが簡素化され、パフォーマン
スも向上します。

� パッケージ数が減ったことで、パッケージのリストが含まれるカスタム JumpStart
スクリプトが簡素化されます

� ソフトウェア機能を 1つのパッケージにまとめるだけなので、パッケージシステム
も簡素化されます

� インストールするパッケージ数が少ないため、インストール時間が短縮されます

64ビットパッケージの名前は、次の規則に従って変更されます。

� 64ビットパッケージに対応する 32ビットパッケージが存在する場合は、その 32
ビットパッケージの名前が 64ビットパッケージに付けられます。たとえば、
/usr/lib/sparcv9/libc.so.1などの 64ビットライブラリの場合、以前は
SUNWcslxで提供されていましたが、現在は SUNWcslで提供されます。64
ビットの SUNWcslxパッケージは提供されなくなりました。

� 対応する 32ビットパッケージが存在しない場合は、名前から接尾辞「x」が削除さ
れます。たとえば、SUNW1394xは SUNW1394になります。

このため、カスタム JumpStartスクリプトやほかのパッケージインストールスクリプ
トで 64ビットパッケージを参照している場合は、これらのスクリプトを変更して参
照を削除する必要があります。

カスタム JumpStartインストール方式による新し
いブート環境の作成
Solaris 10 3/05以降のリリースでは、Solarisオペレーティングシステムをインストー
ルする場合に、JumpStartインストール方式を使用して空のブート環境を作成できま
す。空のブート環境には、必要なときに備えて Solarisフラッシュアーカイブを格納し
ておくことができます。

詳細については、『Solaris 10インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』の
第 11章「カスタム JumpStart (リファレンス)」を参照してください。

限定ネットワークソフトウェアグループ
Solaris 10 3/05以降のリリースでは、インストール時に限定ネットワークソフト
ウェアグループ (SUNWCrnet)を選択または指定することにより、有効なネットワー
クサービスが少なくても、よりセキュリティー保護されたシステムを構築できます。
限定ネットワークソフトウェアグループでは、システム管理ユーティリティーとマル
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チユーザーのテキストベースコンソールが利用できます。SUNWCrnetは、ネット
ワークインタフェースを有効にします。インストール時に、ソフトウェアパッケージ
を追加したり、必要に応じてネットワークサービスを使用可能にすることによって、
システムの構成をカスタマイズすることができます。

詳細は、『Solaris 10インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』を参照して
ください。

Virtual Table of Contentsを使用してディスクパー
ティションテーブルを変更する
Solaris 10 3/05以降のリリースでは、Solarisインストールプログラムにより、Virtual
Table of Contents (VTOC)から既存のスライスをロードできます。インストーラのデ
フォルトのディスクレイアウトを使用するのではなく、インストール時にシステムの
既存のディスクスライステーブルをそのまま使用できるようになりました。

x86:デフォルトブートディスクパーティションレ
イアウトの変更
Solaris 10 3/05以降のリリースでは、Solarisインストールプログラムの新機能とし
て、ブートディスクパーティションレイアウトが採用されています。ブートディスク
パーティションのデフォルトのレイアウトは、Sun x86ベースのシステムのサービス
パーティションと調和します。このインストールプログラムを使用すれば、既存の
サービスパーティションをそのまま使用できます。

デフォルトのブートディスクレイアウトには、次のパーティションが含まれます。

� 1番目のパーティション –サービスパーティション (システムの既存サイズ)

� 2番目のパーティション – x86ブートパーティション (約 11Mバイト)

� 3番目のパーティション – Solarisオペレーティングシステムパーティション (ブー
トディスクの残りの領域)

このデフォルトのレイアウトを使用する場合は、Solarisインストールプログラムから
ブートディスクレイアウトの選択を要求されたときに、「デフォルト」を選択しま
す。
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注 –サービスパーティションが現在作成されていないシステムに Solaris OS x86ベー
スのシステムをインストールすると、Solarisインストールプログラムは新しいサービ
スパーティションを作成しません。このシステムにサービスパーティションを作成す
るには、最初にシステムの診断 CDを使用してサービスパーティションを作成してく
ださい。サービスパーティションを作成してから、Solarisオペレーティングシステム
をインストールします。

サービスパーティションの作成方法の詳細は、ハードウェアのマニュアルを参照して
ください。

詳細は、『Solaris 10インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』を参照して
ください。
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第 2章

Solarisのインストールおよびアップグ
レード (ロードマップ)

この章では、Solarisオペレーティングシステム (OS)のインストールやアップグレー
ドを実施する前に行うべき決定に関して説明します。この章の内容は次のとおりで
す。

� 29ページの「作業マップ: Solarisソフトウェアのインストールまたはアップグ
レード」

� 32ページの「ネットワークからインストールするか DVDまたは CDを使ってイ
ンストールするか」

� 32ページの「初期インストールかアップグレードか」
� 33ページの「Solarisインストール方法の選択」
� 36ページの「Sun Java System Application Server Platform Edition 8」

注 –このマニュアルでは「スライス」という用語を使用しますが、一部の Solarisのマ
ニュアルとプログラムでは、スライスのことを「パーティション」と呼んでいる場合
があります。

x86:混同を避けるため、このマニュアルでは、x86の fdiskパーティションと、
Solaris fdiskパーティション内の分割とを区別しています。x86 fdiskの分割を
パーティションと呼びます。Solaris fdiskパーティション内の分割をスライスと呼び
ます。

作業マップ: Solarisソフトウェアのイン
ストールまたはアップグレード
次の作業マップは、どのインストールプログラムを使用して Solaris OSのインストー
ルやアップグレードを行う場合にも必要となる作業の概要を示したものです。インス
トールしようとする環境にとってもっとも効率的なインストールを行うためにどう
いった選択をすべきかを、この作業マップを参考にして判断してください。
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表 2–1作業マップ: Solarisソフトウェアのインストールまたはアップグレード

作業 説明 参照先

初期インストールか
アップグレードかを選択
します。

初期インストールまたはアップグレードのいずれかを
選択します。

32ページの「初期インストー
ルかアップグレードか」。

インストールプログラム
を選択します。

Solaris OSには、インストールまたはアップグレード
用のプログラムがいくつか用意されています。インス
トール環境に最も適した方法を選択してください。

33ページの「Solarisインス
トール方法の選択」。

(Solaris対話式インス
トールプログラム)デ
フォルトインストールか
カスタムインストールを
選択します。

環境に適したインストールの種類を決定します。
� グラフィカルユーザーインタフェース (GUI)を使
用する場合は、デフォルトインストールかカスタ
ムインストールかを選択できます。
� デフォルトインストールでは、ハードディス
ク全体がフォーマットされ、事前に選択され
ている一連のソフトウェアがインストールさ
れます。

� カスタムインストールでは、ハードディスク
のレイアウトを変更したり、必要なソフト
ウェアを選択してインストールしたりできま
す。

� グラフィカルインタフェースではないテキストイ
ンストーラを使用する場合は、デフォルト値をそ
のまま使用するか、値を編集してインストールす
るソフトウェアを選択できます。

Solarisインストールプログラ
ムの選択肢については、
第 5章を参照してください。

システム要件を検討しま
す。また、ディスク容量
およびスワップ領域を計
画を立てて割り当てま
す。

インストールまたはアップグレードの最小要件をシス
テムが満たしているかどうかを判断します。インス
トールする Solaris OSのコンポーネントに必要な
ディスク容量をシステムに割り当てます。システムに
適したスワップ領域レイアウトを決定します。

第 3章.

システムをローカルメ
ディアからインストール
するかネットワークから
インストールするかを選
択します。

環境にもっとも適したインストールメディアを選択し
ます。

32ページの「ネットワークか
らインストールするか DVD
または CDを使ってインス
トールするか」。
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表 2–1作業マップ: Solarisソフトウェアのインストールまたはアップグレード (続き)
作業 説明 参照先

システム情報を収集しま
す。

� Solarisインストールプログラムの場合は、ワーク
シートを使って、インストールやアップグレード
に必要なすべての情報を収集します。

� カスタム JumpStartインストールの場合は、プロ
ファイルでどのプロファイルキーワードを使用す
るかを決定します。キーワードの説明を確認し
て、システムについて必要な情報を見つけます。

� Solarisインストールプロ
グラムの場合は、次のい
ずれかを参照してくださ
い。
� 初期インストールの場
合:
69ページの「インス
トール用のチェックリ
スト」

� アップグレードの場合:
第 5章

� カスタム JumpStartイン
ストールについては、
『Solaris 10インストール
ガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の第
11章「カスタム
JumpStart (リファレン
ス)」を参照してくださ
い。

(省略可能)システムパラ
メータを設定します。

インストールやアップグレードの際に情報を入力する
手間を省くために、システム構成情報を事前に設定し
ておくことができます。

第 6章.

(省略可能) Solarisソフト
ウェアをネットワークか
らインストールする準備
を行います。

ネットワークから Solarisソフトウェアをインストー
ルする方法を選択する場合は、次の作業をすべて実行
してください。
� (x86システム)使用しているシステムが PXEをサ
ポートしていることを確認します

� インストールサーバーを作成します
� ブートサーバーを作成します (必要な場合)
� DHCPサーバーを構成します (必要な場合)
� ネットワークからインストールするシステムを設
定します

ローカルエリアネットワーク
からインストールする方法に
ついては、第 9章を参照して
ください。

広域ネットワークからインス
トールする方法については、
第 13章を参照してください。

(アップグレードのみ)
アップグレード前に必要
な作業を行います。

システムのバックアップをとり、アップグレード時に
ディスク容量の再配置が行われるかどうかを判断しま
す。

43ページの「アップグレー
ド」。

インストールまたは
アップグレードを行いま
す。

選択した Solarisインストール方法を使って Solarisソ
フトウェアのインストールまたはアップグレードを行
います。

インストールプログラムの詳
細な手順を説明している章。

インストールのトラブル
シューティングを行いま
す。

インストールのトラブルシューティングについては、
問題発生時の解決方法を参照してください。

付録A。
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ネットワークからインストールするか
DVDまたは CDを使ってインストール
するか
DVD-ROMまたは CD-ROMドライブにアクセスできるシステムへのインストールま
たはアップグレードができるように、Solarisソフトウェアは DVDまたは CDメ
ディアで配布されます。

リモートの DVDイメージまたは CDイメージを使ってネットワークからインストー
ルするようにシステムを設定できます。次のような場合に、この方法でシステムを設
定するとよいでしょう。

� システムにローカルの DVD-ROMドライブまたは CD-ROMドライブがない場合

� Solarisソフトウェアを複数のシステムにインストールする際に、それぞれのシス
テムに対してローカルドライブにディスクを挿入したくない場合

ネットワークからインストールする場合は、どの Solarisインストール方法でも使用で
きます。しかし、Solarisフラッシュインストール機能やカスタム JumpStartインス
トールを使ってネットワークからインストールを行うと、大規模の企業におけるイン
ストールプロセスの一元化と自動化が可能になります。各インストール方法の詳細
は、33ページの「Solarisインストール方法の選択」を参照してください。

ネットワークから Solarisソフトウェアをインストールする場合は、初期設定が必要で
す。ネットワークからインストールする場合の準備については、次のいずれかを参照
してください。

ローカルエリアネットワークからインストー
ルする場合の準備について

第 9章

広域ネットワークからインストールする場合
の準備について

第 13章

PXEを使用してネットワーク経由で x86ベー
スのクライアントをインストールする方法に
ついて

128ページの「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の概要」

初期インストールかアップグレードか
初期インストールを行うか、アップグレードを行う (Solaris OSがシステム上ですでに
動作している場合)かを選択できます。
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初期インストール
初期インストールでは、システムのディスクが Solaris OSの新しいバージョンで上書
きされます。システム上で Solaris OSが稼動していない場合は、初期インストールを
行う必要があります。

システム上で Solaris OSがすでに動作している場合でも、初期インストールを行うこ
とができます。ローカルに行なった変更を維持する場合は、インストールを行う前に
ローカル変更のバックアップをとる必要があります。インストールの完了後に、この
ローカル変更を復元できます。

初期インストールは、Solarisのどのインストール方法を使っても実行できます。
Solarisのインストール方法については、33ページの「Solarisインストール方法の選
択」を参照してください。

アップグレード
Solaris OSをアップグレードするには、2つの方法があります。標準アップグレード
と Solaris Live Upgradeです。標準アップグレードでは、現在の Solaris OSの既存の
構成パラメータが最大限保存されます。Solaris Live Upgradeでは、現在のシステム
のコピーが作成されます。標準アップグレードを使用してこのコピーをアップグレー
ドできます。リブートするだけで、アップグレード済みの Solaris OSに切り替えるこ
とができます。エラーが発生した場合、リブートして、元の Solaris OSに戻すことが
できます。Solaris Live Upgradeでは、アップグレードの間システムを停止する必要
がなく、新旧の Solaris OS間で切り替えることができます。

アップグレードの詳細とアップグレード方法の一覧については、43ページ
の「アップグレード」を参照してください。

Solarisインストール方法の選択
Solaris OSには、インストールまたはアップグレード用のプログラムがいくつか用意
されています。それぞれのインストール方法には、特定のインストール要件やインス
トール環境を意図したさまざまな機能があります。使用するインストール方法を選択
するには、次の表を利用してください。
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表 2–2インストール方法の選択

作業 インストール方式 各プログラムの特長 参照先

対話式プログラムを使用
して、CD-ROMまたは
DVD-ROMから 1つのシ
ステムをインストールし
ます。

Solarisインストール
プログラム

� このプログラムでは、作業をパネ
ル単位に分割し、情報の入力を求
めるプロンプトを表示して、デ
フォルト値を提供します。

� このプログラムは、複数のシステ
ムをインストールまたはアップグ
レードする必要がある場合には効
率のよい方法ではありません。複
数のシステムをバッチインストー
ルする場合は、カスタム
JumpStartまたは Solarisフ
ラッシュインストール機能を使用
してください。

『Solaris 10インス
トールガイド (基本
編)』

ローカルエリアネット
ワークを介して 1つのシ
ステムをインストールし
ます。

ネットワーク経由の
Solarisインストール
プログラム

このプログラムを使用すると、インス
トールするソフトウェアのイメージを
サーバーに設定し、このイメージをリ
モートシステムにインストールできま
す。複数のシステムをインストールす
る必要がある場合は、カスタム
JumpStartおよび Solarisフラッシュイ
ンストール方式でネットワークインス
トールイメージを使用すると、ネット
ワーク上でシステムを効率的にインス
トールおよびアップグレードできま
す。

パート II「ローカル
エリアネットワーク
経由のインストー
ル」

複数のシステムのインス
トールやアップグレード
を、作成したプロファイ
ルに基づいて自動化しま
す。

カスタム JumpStart このプログラムを使用すると、複数の
システムを効率的にインストールでき
ます。ただし、システムの数が少ない
場合は、カスタム JumpStart環境の作
成は時間の浪費になる可能性がありま
す。システムの数が少ない場合は、
Solaris対話式インストールプログラム
を使用してください。

『Solaris 10インス
トールガイド (カス
タム JumpStart/上
級編)』の第 6章「カ
スタム JumpStartイ
ンストールの準備
(作業)」
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表 2–2インストール方法の選択 (続き)
作業 インストール方式 各プログラムの特長 参照先

同じソフトウェアおよび
構成を複数のシステムに
複製します。

Solarisフ
ラッシュアーカイブ

� このプログラムを使用すると、
Solarisパッケージすべてを一度に
システムにインストールすること
で時間を節約できます。ほかのプ
ログラムでは、各 Solarisパッケー
ジを個別にインストールし、
パッケージごとにパッケージ
マップをアップグレードします。

� Solarisフラッシュアーカイブはサ
イズの大きいファイルであるた
め、大量のディスク容量が必要で
す。別のインストール構成を管理
したり、使用しているインストー
ル構成を変更したりするには、カ
スタム JumpStartインストール方
式の使用を検討することをお勧め
します。代わりに、JumpStart終
了スクリプトまたは、組み込まれ
ている Solarisフラッシュ配備後ス
クリプトを使用して、システム固
有のカスタマイズを実行できま
す。

『Solaris 10インス
トールガイド
(Solarisフ
ラッシュアーカイブ
の作成とインストー
ル)』の第 1
章「Solarisフ
ラッシュ (概要)」

広域ネットワーク (WAN)
またはインターネットを
介してシステムをインス
トールします。

WANブート ネットワーク経由で Solarisフ
ラッシュアーカイブをインストールす
る場合は、このプログラムを使用する
とセキュリティー保護されたインス
トールが可能です。

第 11章

システムを稼働させたま
まアップグレードを行い
ます。

Solaris Live Upgrade � このプログラムを使用すると、
アップグレードするかパッチを追
加して、標準アップグレードに関
連したシステム停止時間が発生す
るのを避けることができます

� このプログラムを使用すると、現
行の OSに影響を与えずにアップ
グレードまたは新しいパッチのテ
ストをすることができます

『Solaris 10インス
トールガイド
(Solaris Live
Upgradeとアップグ
レードの計画)』の第
4章「Solaris Live
Upgrade (概要)」
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表 2–2インストール方法の選択 (続き)
作業 インストール方式 各プログラムの特長 参照先

Solaris OSのインストール
後に、隔離されたアプリ
ケーション環境を作成し
ます。

Solarisゾーン区分技
術

このプログラムを使用すると、隔離さ
れた非大域ゾーンが作成され、セ
キュリティー保護されたアプリケー
ション環境が提供されます。このよう
に隔離されているので、あるゾーンで
実行中のプロセスが、ほかのゾーンで
実行中のプロセスから監視または操作
されることがありません。

『Solarisのシステム
管理 (Solarisコンテ
ナ :資源管理と
Solarisゾーン)』の
第 16章「Solaris
ゾーンの紹介」

Sun Java System Application Server
Platform Edition 8
Sun Java System Application Server Platform Edition 8では、アプリケーションサー
ビスやWebサービスを幅広く配置できます。このソフトウェアは、Solaris OSととも
に自動的にインストールされます。このサーバーについては、次のようなマニュアル
があります。

サーバーの起動に関する
マニュアル

インストールディレクトリの /docs/QuickStart.htmlにある『Sun Java System
Application Server Platform Edition 8クイックスタートガイド』を参照してください

Application Serverのマ
ニュアルセット一式

http://docs.sun.com/db/coll/ApplicationServer8_04q2

チュートリアル http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/index.html
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第 3章

Solarisのインストールおよびアップグ
レード (計画)

この章では、Solaris OSのインストールやアップグレードに伴うシステム要件につい
て説明します。また、ディスク容量の計画に関しての一般的な指針や、スワップ領域
のデフォルトの割り当てについても説明します。この章の内容は次のとおりです。

� 37ページの「システム要件と推奨事項」
� 39ページの「ディスク容量とスワップ領域の割り当て」
� 43ページの「アップグレード」
� 47ページの「システムで動作している Solaris OSのバージョンを確認する方法」
� 48ページの「ロケールの値」
� 48ページの「プラットフォーム名とプラットフォームグループ」
� 51ページの「非大域ゾーンを使用している場合のインストールとアップグレー
ド」

� 53ページの「SPARC: 64ビットパッケージに関する変更点」
� 54ページの「x86:パーティション分割に関する推奨事項」

システム要件と推奨事項
表 3–1 SPARC:メモリー、スワップ、およびプロセッサの推奨事項

SPARCシステム サイズ

インストールやアップグレードに
必要なメモリー

推奨サイズは 256Mバイトです。最小サイズは 128Mバイトです。

注 –オプションのインストール機能の中には、メモリーが十分でないと有効に
できないものもあります。たとえば、メモリーが足りないシステムに DVDか
らインストールする場合、Solarisインストールプログラムの GUIではなく、
テキストインストーラを使用する必要があります。これらのメモリー要件に
ついては、表 3–3を参照してください。
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表 3–1 SPARC:メモリー、スワップ、およびプロセッサの推奨事項 (続き)
SPARCシステム サイズ

スワップ領域 デフォルトのサイズは 512Mバイトです。

注 –スワップ領域をカスタマイズする必要が生じることもあります。スワップ
領域は、システムのハードディスクのサイズに基づいて決まります。

プロセッサ要件 200 MHz以上のプロセッサが必要です。

表 3–2 x86:メモリー、スワップ、およびプロセッサの推奨事項

x86システム サイズ

インストールやアップグレードに
必要なメモリー

� Solaris 10 1/06以降のリリースでは、推奨サイズは 512Mバイトです。最
小サイズは 256Mバイトです。

� Solaris 10 3/05リリースでは、推奨サイズは 256Mバイトです。最小サイ
ズは 128Mバイトです。

注 –オプションのインストール機能の中には、メモリーが十分でないと有効に
できないものもあります。たとえば、メモリーが足りないシステムに DVDか
らインストールする場合、Solarisインストールプログラムの GUIではなく、
テキストインストーラを使用する必要があります。これらのメモリー要件に
ついては、表 3–3を参照してください。

スワップ領域 デフォルトのサイズは 512Mバイトです。

注 –スワップ領域をカスタマイズする必要が生じることもあります。スワップ
領域は、システムのハードディスクのサイズに基づいて決まります。

プロセッサ要件 120 MHz以上のプロセッサを推奨します。ハードウェアによる浮動小数点サ
ポートが必要です。

ソフトウェアをインストールするときに、GUIを使用する方法、ウィンドウ表示環境
を使用する方法、またはウィンドウ表示環境を使用しない方法を選択できます。十分
なメモリーがある場合は、デフォルトで GUIが表示されます。GUIを表示できるだ
けの十分なメモリーがない場合は、ほかの環境が表示されます。nowinブートオプ
ションまたは textブートオプションを使用すると、デフォルト設定を無効にできま
す。ただし、システムのメモリー量による制限や、リモートでインストールする場合
の制限があります。また、ビデオアダプタが検出されない場合、Solarisインストール
プログラムは自動的にコンソールベースの環境で表示されます。表 3–3に、これらの
環境の説明と、環境を表示するための最小メモリー要件の一覧を示します。
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表 3–3 SPARC:表示オプションとメモリー要件

SPARC:メモリー インストールの種類 説明

128～ 383Mバイト テキストベース 画像は含まれませんが、ウィンドウとほかの
ウィンドウを開く機能が提供されます。

textブートオプションを使用している場合でシス
テムに十分なメモリーがあるときは、ウィンドウ
表示環境でインストールされます。tipラインを
介してリモートでインストールする場合や、
nowinブートオプションを使用してインストール
する場合は、コンソールベースのインストールに
限定されます。

384Mバイト以上 GUIベース ウィンドウ、プルダウンメニュー、ボタン、スク
ロールバー、およびアイコン画像が提供されま
す。

表 3–4 x86:表示オプションとメモリー要件

x86:メモリー インストールの種類 説明

� Solaris 10 1/06以降のリリース:
256～ 511Mバイト

� Solaris 10 3/05リリースの場合:
128～ 383Mバイト

テキストベース 画像は含まれませんが、ウィンドウとほかの
ウィンドウを開く機能が提供されます。

textブートオプションを使用している場合でシス
テムに十分なメモリーがあるときは、ウィンドウ
表示環境でインストールされます。tipラインを
介してリモートでインストールする場合や、
nowinブートオプションを使用してインストール
する場合は、コンソールベースのインストールに
限定されます。

� Solaris 10 1/06以降のリリース:
512Mバイト

� Solaris 10 3/05リリースの場合:
384Mバイト

GUIベース ウィンドウ、プルダウンメニュー、ボタン、スク
ロールバー、およびアイコン画像が提供されま
す。

ディスク容量とスワップ領域の割り当て
Solarisソフトウェアをインストールする前に、ディスク容量の計画をたてて、システ
ムに十分なディスク容量があるかどうかを調べることができます。
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ディスク容量に関する一般的な計画と推奨事項
ディスク容量の計画のたて方は、ユーザーによって異なります。必要に応じて、次の
条件に基づいて割り当てる容量を考慮に入れてください。

表 3–5ディスク容量とスワップ領域に関する一般的な計画

容量割り当ての条件 説明

ファイルシステム ファイルシステムを割り当てる場合には、将来の Solarisバージョンにアップグ
レードするときのために、現在必要な容量よりも 30%多く割り当ててください。

デフォルトでは、ルート(/)とスワップ領域 (/swap)だけが作成されます。OSサー
ビスのためにディスク容量が割り当てられたときは、/exportディレクトリも作
成されます。Solarisのメジャーリリースにアップグレードする場合は、システムの
スライスを切り直すか、インストール時に必要な容量の 2倍を割り当てる必要があ
ります。Solaris Updateにアップグレードする場合は、将来のアップグレードに備
えて余分のディスク容量を追加しておけば、システムのスライスを切り直す手間を
軽減できます。Solaris Updateリリースにアップグレードするたびに、直前のリ
リースに比べておよそ 10%のディスク容量が追加で必要になります。ファイルシス
テムごとに 30%のディスク容量を追加しておくと、Solaris Updateを数回追加でき
ます。

/varファイルシステム クラッシュダンプ機能 savecore(1M)を使用する場合は、/varファイルシステム
の容量を物理メモリーの倍のサイズに設定します。

スワップ 次のような条件では、Solarisインストールプログラムはデフォルトのスワップ領域
(512Mバイト)を割り当てます。
� インストールプログラムによるディスクスライスの自動配置機能を使用する場
合

� スワップスライスのサイズを手作業で変更しない場合

デフォルトでは、Solarisインストールプログラムは、利用可能な最初のディスクシ
リンダ (SPARCシステムでは通常シリンダ 0)でスワップが開始されるようにス
ワップ領域を割り当てます。この配置により、デフォルトのディスクレイアウトで
ルート (/)ファイルシステムに最大の容量を確保し、アップグレード時にルート (/)
ファイルシステムを拡張できます。

将来スワップ領域を拡張することを考えている場合、次のいずれかの手順を実行し
てスワップスライスを配置することにより、別のディスクシリンダでスワップスラ
イスを開始できます。
� Solarisインストールプログラムの場合、シリンダモードでディスクレイアウト
をカスタマイズして、スワップスライスを目的の位置に手動で割り当てること
ができます。

� カスタム JumpStartインストールプログラムの場合、プロファイルファイル内
でスワップスライスを割り当てることができます。JumpStartプロファイル
ファイルの詳細は、『Solaris 10インストールガイド (カスタム JumpStart/上級
編)』の「プロファイルの作成」を参照してください。

スワップ領域の概要については、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシ
ステム)』の第 21章「追加スワップ空間の構成 (手順)」を参照してください。
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表 3–5ディスク容量とスワップ領域に関する一般的な計画 (続き)
容量割り当ての条件 説明

ホームディレクトリファイ
ルシステムを提供するサー
バー

ホームディレクトリは、通常デフォルトで /exportファイルシステムにありま
す。

インストールする Solarisソ
フトウェアグループ

ソフトウェアグループはソフトウェアパッケージの集まりです。ディスク容量を計
画する際には、選択したソフトウェアグループから個々のソフトウェアパッケージ
を個別に追加したり削除したりできることを覚えておいてください。ソフトウェア
グループについては、41ページの「ソフトウェアグループごとの推奨ディスク容
量」を参照してください。

アップグレード � Solaris Live Upgradeを使用して非アクティブブート環境をアップグレードする
場合、ディスク容量の計画については、『Solaris 10インストールガイド
(Solaris Live Upgradeとアップグレードの計画)』の「Solaris Live Upgradeの
ディスク容量の要件」を参照してください。

� ほかの Solarisインストール方法を使用する場合、ディスク容量の計画について
は、46ページの「ディスク容量の再配置を伴うアップグレード」を参照してく
ださい。

言語サポート 中国語、日本語、韓国語などです。単一の言語をインストールする場合は、約 0.7G
バイトのディスク容量をその言語用に追加して割り当ててください。すべての言語
サポートをインストールする場合は、インストールするソフトウェアグループに応
じて、最大で約 2.5Gバイトのディスク容量を言語サポート用に追加して割り当て
る必要があります。

印刷やメールのサポート 容量を追加します。

追加ソフトウェアや Sun以
外のソフトウェア

容量を追加します。

ソフトウェアグループごとの推奨ディスク容量
Solarisソフトウェアグループは Solarisパッケージの集まりです。それぞれのソフト
ウェアグループには、異なる機能やハードウェアドライバのサポートが含まれていま
す。

� 初期インストールの場合は、システムでどの機能を実行するかを考慮して、インス
トールするソフトウェアグループを選択します。

� アップグレードの場合は、システムにインストールされているソフトウェアグルー
プでアップグレードする必要があります。たとえば、システムにエンドユーザーシ
ステムサポートソフトウェアグループがインストールされている場合には、開発者
システムサポートソフトウェアグループにアップグレードするオプションはありま
せん。ただし、アップグレード中に、インストール済みのソフトウェアグループに
属していないソフトウェアをシステムに追加することはできます。

Solarisソフトウェアのインストール時には、選択した Solarisソフトウェアグループ
に対してパッケージを追加したり、削除したりすることができます。追加や削除する
パッケージを選択する際には、ソフトウェアの依存関係や Solarisソフトウェアがどの
ようにパッケージ化されているかを知っている必要があります。
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次の図は、ソフトウェアパッケージのグループを示しています。限定ネットワークシ
ステムサポートには、最小限の数のパッケージが含まれています。全体ディストリ
ビューションと OEMサポートには、すべてのパッケージが含まれています。

図 3–1 Solarisソフトウェアグループ

表 3–6に、Solarisソフトウェアグループと、各グループのインストールに必要な推奨
ディスク容量を示します。

注 –表 3–6に示す推奨ディスク容量には、次の項目のための容量が含まれています。

� スワップ領域
� パッチ
� 追加のソフトウェアパッケージ

ソフトウェアグループに必要なディスク容量が、この表に一覧表示されている容量よ
り少ない場合もあります。
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表 3–6ソフトウェアグループごとの推奨ディスク容量

ソフトウェアグループ 説明 推奨ディスク容量

全体ディストリビュー
ションと OEMサポート

全体ディストリビューションのパッケージに加え、追
加のハードウェアドライバが含まれています。これに
は、インストール時にシステムに存在していないハー
ドウェアのドライバも含まれます。

6.8Gバイト

全体ディストリビュー
ション

開発者システムサポートのパッケージに加え、サー
バーに必要な追加のソフトウェアが含まれています。

6.7Gバイト

開発者システムサポート エンドユーザーシステムサポートのパッケージに加
え、ソフトウェア開発用の追加のサポートが含まれて
います。ソフトウェア開発のサポートとして、ライブ
ラリ、インクルードファイル、マニュアルページ、プ
ログラミングツールなどが追加されています。ただ
し、コンパイラは含まれていません。

6.6Gバイト

エンドユーザーシステムサ
ポート

ネットワークに接続された Solarisシステムと共通デス
クトップ環境 (CDE)の起動と実行に必要な最小限の
コードを提供するパッケージが含まれています。

5.3Gバイト

コアシステムサポート ネットワークに接続された Solarisシステムの起動と実
行に必要な最小限のコードを提供するパッケージが含
まれています。

2.0Gバイト

限定ネットワークシステム
サポート

ネットワークサービスのサポートが限定された Solaris
システムを起動および実行するために必要な最小限の
コードを提供するパッケージが含まれています。限定
ネットワークシステムサポートは、テキストベースの
マルチユーザーコンソールと、システム管理ユー
ティリティーを提供します。このソフトウェアグルー
プを使用すると、システムでネットワークインタ
フェースを認識できますが、ネットワークサービスが
アクティブになることはありません。

2.0Gバイト

アップグレード
システムをアップグレードするには、3つの方法があります。Solaris Live Upgrade、
Solarisインストールプログラム、およびカスタム JumpStartです。
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表 3–7 Solarisのアップグレード方法

現在の Solaris OS Solarisのアップグレード方法

Solaris 8、Solaris 9、および
Solaris 10

� Solaris Live Upgrade –稼働中のシステムのコピーを作成
し、それをアップグレードすることでシステムをアップ
グレードします

� Solarisインストールプログラム -グラフィカルユーザー
インタフェースまたはコマンド行インタフェースを使用
して対話形式でアップグレードを行うことができます

� カスタム JumpStart –自動アップグレードを行うことが
できます

アップグレードに関する制限事項

問題 説明

別のソフトウェアグ
ループへのアップグ
レード

システムのソフトウェアグループを、アップグレード時に別のソフト
ウェアグループに変更することはできません。たとえば、システムにエ
ンドユーザーシステムサポートソフトウェアグループがインストールさ
れている場合には、開発者システムサポートソフトウェアグループに
アップグレードするオプションはありません。ただし、アップグレード
中に、インストール済みのソフトウェアグループに属していないソフト
ウェアをシステムに追加することはできます。

Solaris 10 1/06以降
のリリース:非大域
ゾーンがインストー
ルされている場合の
アップグレード

Solaris OSをアップグレードするときに、非大域ゾーンがインストール
されているシステムをアップグレードできます。Solaris対話式インス
トールプログラムとカスタム JumpStartプログラムにより、アップグ
レードが可能です。アップグレードする場合の制限については、52ペー
ジの「非大域ゾーンがインストールされている場合のアップグレード」
を参照してください。

アップグレードプログラム
Solarisインストールプログラムによる標準の対話式アップグレードか、カスタム
JumpStartインストールによる無人アップグレードを実行できます。Solaris Live
Upgradeを使用すると、稼働中のシステムをアップグレードできます。
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アップグレードプロ
グラム 説明 参照先

Solaris Live
Upgrade

現在稼働中のシステムのコピーを作成することができ
ます。このコピーはアップグレード可能で、リブート
すると、アップグレードしたコピーが稼働システムに
なります。Solaris Live Upgradeを使用すると、Solaris
OSのアップグレードに必要なシステム停止時間を短縮
できます。また、Solaris Live Upgradeでは、アップグ
レードに関連する問題も回避できます。たとえば、
アップグレード中に電源障害が発生すると、アップグ
レードを回復することができなくなります。しかし、
Solaris Live Upgradeでは、現在実行中のシステムでは
なく、コピーをアップグレードするので、この問題は
起こりません。

Solaris Live Upgradeを使用する場
合、ディスク容量割り当ての計画に
ついては、『Solaris 10インストー
ルガイド (Solaris Live Upgradeと
アップグレードの計画)』の「Solaris
Live Upgradeの要件」を参照してく
ださい。

Solarisインス
トールプログラ
ム

対話式 GUIのガイドに従ってアップグレードを実行で
きます。

『Solaris 10インストールガイド (基
本編)』の第 2章「Solarisインス
トールプログラムによるインストー
ル (作業)」。

カスタム
JumpStartプログ
ラム

自動アップグレードを行うことができます。プロ
ファイルファイルを使用し、必要に応じてプリインス
トールスクリプトやポストインストールスクリプトも
使用して、必要な情報を指定します。アップグレード
用にカスタム JumpStartプロファイルを作成するとき
は、install_type upgrade を指定します。さら
に、実際にアップグレードを行う前に、システムの現
在のディスク構成およびシステムに現在インストール
されているソフトウェアに対して、カスタム JumpStart
プロファイルが目的どおりのことを実行しようとして
いるかを確認する必要があります。プロファイルをテ
ストするには、アップグレードするシステムで
pfinstall -D コマンドを使用します。ディスク構成
ファイルを使用してアップグレード用プロファイルを
テストすることはできません。

� アップグレードオプションのテ
ストについての詳細は、
『Solaris 10インストールガイド
(カスタム JumpStart/上級
編)』の「プロファイルのテス
ト」を参照してください

� アップグレード用プロファイル
の作成についての詳細は、
『Solaris 10インストールガイド
(カスタム JumpStart/上級
編)』の「プロファイルの例」を
参照してください

� アップグレードの実行について
の詳細は、『Solaris 10インス
トールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の「カスタ
ム JumpStartインストールの実
行」を参照してください

アップグレードでなく Solarisフラッシュアーカイ
ブをインストール
Solarisフラッシュのインストール機能では、マスターシステムからインストール全体
のコピーを作成し、これを多数のクローンシステムに複製できます。このコピーは
Solarisフラッシュアーカイブと呼ばれます。アーカイブは、どのインストールプログ
ラムを使用してもインストールできます。
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注意 –非大域ゾーンがインストールされていると、Solarisフラッシュアーカイブは正
常に作成されません。Solarisフラッシュ機能には Solarisゾーン区分技術との互換性
はありません。Solarisフラッシュアーカイブを作成する場合、そのアーカイブの配備
条件が次のいずれかの場合は、作成されたアーカイブは正しくインストールされませ
ん。

� アーカイブが非大域ゾーンに作成された場合
� アーカイブが、非大域ゾーンがインストールされている大域ゾーンに作成された場
合

アーカイブのインストールについては、次の表を参照してください。

Solaris Live Upgrade 『Solaris 10インストールガイド (Solaris Live
Upgradeとアップグレードの計画)』の「ブー
ト環境への Solarisフラッシュアーカイブのイ
ンストール」

カスタム JumpStart 『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の「カスタム JumpStart
インストールを使用して Solarisフ
ラッシュアーカイブをインストールする方
法」

Solaris対話式インストール 『Solaris 10インストールガイド (Solarisフ
ラッシュアーカイブの作成とインストー
ル)』の第 4章「Solarisフラッシュアーカイブ
のインストールと管理 (作業)」

WANブートインストール 第 14章

ディスク容量の再配置を伴うアップグレード
Solarisインストールプログラムではアップグレードオプション、カスタム JumpStart
プログラムでは upgradeキーワードを使用して、ディスク容量を割り当て直すこと
ができます。この再配置により、ディスクスライスのサイズが自動的に変更されま
す。アップグレードするのに十分な容量が現在のファイルシステムにない場合、
ディスク容量を割り当て直すことができます。たとえば、アップグレードに伴って
ファイルシステムの容量を増やす必要があるのは、次のような場合です。

� 新しいリリースで、システムに現在インストールされている Solarisソフトウェア
グループに新たにソフトウェアが追加されている。特定のソフトウェアグループに
含められる新しいソフトウェアは、インストールの対象となるようにアップグレー
ド時に自動的に選択されます。

� 新しいリリースに、システム上の既存のソフトウェアよりもサイズが大きいソフト
ウェアが存在する。
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自動配置機能を使用すると、ファイルシステムに必要な容量を確保するようにディス
ク容量の再配置が行われます。自動配置機能では、デフォルトの制約にもとづいて容
量の再配置が試みられます。このため、この機能によって容量の再配置が行われない
場合は、ファイルシステムの制約を変更する必要があります。

注 –自動配置機能には、ファイルシステムの容量を増やす能力はありません。自動配
置機能では、次の処理によって容量の再配置が行われます。

1. 変更の必要なファイルシステム上の必須ファイルをバックアップする。
2. ファイルシステムの変更にもとづいてディスクパーティションを再分割する。
3. アップグレードの前にバックアップファイルを復元する。

� Solarisインストールプログラムの自動配置機能が、ディスク容量をどのように再
配置するかを決定できない場合は、カスタム JumpStartプログラムを使用して
アップグレードを行う必要があります。

� カスタム JumpStartによるアップグレードでアップグレード用プロファイルを作成
する際に、ディスク容量が問題になることがあります。アップグレードするのに十
分なディスク容量が現在のファイルシステムにない場合は、backup_mediaキー
ワードと layout_constraintキーワードを使用してディスク容量を再配置する
ことができます。backup_mediaキーワードと layout_constraintキーワー
ドのプロファイル内での使用例については、『Solaris 10インストールガイド (カ
スタム JumpStart/上級編)』の「プロファイルの例」を参照してください。

アップグレード前のシステムのバックアップ
Solaris OSのアップグレードを行う前に、既存のファイルシステムのバックアップを
行うことを強くお勧めします。ファイルシステムをテープなどのリムーバブルメ
ディアにコピーすれば、データの損失や損傷、破壊などを防止できます。システムの
バックアップ手順についての詳細は、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイル
システム)』の第 24章「ファイルシステムのバックアップと復元 (概要)」を参照して
ください。

システムで動作している Solaris OSの
バージョンを確認する方法
システムで動作している Solarisのバージョンを確認するには、次のどちらかのコマン
ドを入力します。

$ uname -a

catコマンドを使用すると、より詳細な情報が得られます。
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$ cat /etc/release

ロケールの値
インストールの一部として、システムで使用するロケールの事前構成を行うことがで
きます。「ロケール」によって、オンライン情報を特定の言語と特定の地域で表示す
る方法が決まります。また、日付と時間の表記、数字や通貨、綴りなどの地域的差異
を表すために、1つの言語に対して複数のロケールが存在することもあります。

システムロケールの事前構成は、カスタム JumpStartプロファイルまたは sysidcfg
ファイルで行うことができます。

プロファイルでのロケールの設定 『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の「プロファイルの作
成」

sysidcfgファイルでのロケールの設定 87ページの「sysidcfgファイルによる事前
設定」

ロケール値の一覧 『国際化対応言語環境の利用ガイド』

プラットフォーム名とプラットフォーム
グループ
ネットワークインストールでクライアントを追加するときには、システムアーキテク
チャー (プラットフォームグループ)を知る必要があります。カスタム JumpStartイン
ストールで rulesファイルを作成するときには、プラットフォーム名を知る必要があ
ります。

プラットフォーム名とプラットフォームグループの例を下記の表に示します。SPARC
システムの完全な一覧については、『Solaris Sunハードウェアマニュアル
』(http://docs.sun.com/)を参照してください。

表 3–8プラットフォーム名とプラットフォームグループの例

システム プラットフォーム名 プラットフォームグループ

Sun Fire T2000 sun4v
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表 3–8プラットフォーム名とプラットフォームグループの例 (続き)
システム プラットフォーム名 プラットフォームグループ

Sun Blade™ SUNW,Sun-Blade-100 sun4u

x86ベース i86pc i86pc

注 – システムが動作している場合、システムのプラットフォーム名は uname -i、シ
ステムのプラットフォームグループは uname -m でそれぞれ調べることもできます。

ゾーンのインストールと構成
ここでは、大域ゾーンと非大域ゾーンの大まかな計画について紹介します。概要と計
画情報、および具体的な手順については、『Solarisのシステム管理 (Solarisコンテナ
:資源管理と Solarisゾーン)』の第 16章「Solarisゾーンの紹介」を参照してくださ
い。

Solarisゾーン区分技術 (概要)
Solaris OSをインストールしたあと、ゾーンをインストールして構成できます。大域
ゾーンは稼働中のオペレーティングシステムの単一インスタンスであり、各 Solarisシ
ステムに 1つ含まれています。大域ゾーンは、システムのデフォルトのゾーンであ
り、システム全体の管理に使用されるゾーンでもあります。非大域ゾーンは仮想化さ
れたオペレーティングシステム環境です。

Solarisゾーンはソフトウェア区分技術で、オペレーティングシステムサービスを仮想
化し、安全で隔離されたアプリケーション実行環境を提供します。ゾーンを作成する
と、そのアプリケーション実行環境で実行されるプロセスは、ほかのゾーンから隔離
されます。このように隔離されているので、あるゾーンで実行中のプロセスが、ほか
のゾーンで実行中のプロセスから監視または操作されることがありません。非大域
ゾーンで実行中のプロセスは、スーパーユーザー資格で実行されていても、ほかの
ゾーン内の活動を監視したり操作したりすることはできません。大域ゾーンでスー
パーユーザー資格で実行されるプロセスは、任意のゾーンの任意のプロセスを操作で
きます。

大域ゾーンと非大域ゾーンについて
非大域ゾーンの構成、インストール、管理、およびアンインストールは、大域ゾーン
からのみ行うことができます。システムハードウェアから起動できるのは、大域ゾー
ンだけです。物理デバイス、ルーティング、動的再構成 (DR)といったシステムイン
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フラストラクチャーの管理は、大域ゾーンでのみ行うことができます。大域ゾーンで
実行されるプロセスは、適切な権限が付与されていれば、ほかのどのゾーンに関連付
けられているオブジェクトにもアクセスできます。次の表に、大域ゾーンと非大域
ゾーンの特性をまとめます。

大域ゾーン 非大域ゾーン

システムによって ID 0が割り当てられます ゾーンの起動時にシステムによってゾーン ID
が割り当てられます

システムで起動され実行される Solarisカーネ
ルの単一のインスタンスを提供します

大域ゾーンから起動される Solarisカーネルの
下で処理を共有します

Solarisシステムソフトウェアパッケージの完
全なインストールが含まれています

Solarisオペレーティングシステムソフト
ウェアパッケージの完全なインストールの一
部が含まれています

追加のソフトウェアパッケージや、パッケー
ジを通してインストールされない追加のソフ
トウェア、ディレクトリ、ファイル、その他
のデータが含まれている場合もあります

大域ゾーンから共有された Solarisソフト
ウェアパッケージが含まれています

大域ゾーンにインストールされているすべて
のソフトウェア構成要素に関する情報を格納
した、一貫性のある完全な製品データベース
を提供します

大域ゾーンから共有されたものではない、イ
ンストールされた追加のソフトウェア
パッケージが含まれていることもあります

追加のソフトウェア、ディレクトリ、ファイ
ル、非大域ゾーンで作成されたその他のデー
タなど、パッケージを通してインストールさ
れないもの、あるいは、大域ゾーンからの共
有でないものが含まれていることもあります

大域ゾーンのホスト名やファイルシステム
テーブルなど、大域ゾーンのみに固有の構成
情報を保持します

非大域ゾーンのホスト名やファイルシステム
テーブルなど、その非大域ゾーンのみに固有
の構成情報を保持します

すべてのデバイスとすべてのファイルシステ
ムが認識される、唯一のゾーンです

ゾーンにインストールされているすべてのソ
フトウェア構成要素に関する情報を格納し
た、一貫性のある完全な製品データベースを
持ちます。非大域ゾーンに置かれている構成
要素と、読み取り専用モードで大域ゾーンか
ら共有される構成要素があります

非大域ゾーンの存在と構成が認識される、唯
一のゾーンです

ほかのゾーンの存在を認識できません

非大域ゾーンの構成、インストール、管理、
またはアンインストールを行うことができ
る、唯一のゾーンです

自身を含め、ゾーンのインストール、管理、
アンインストールを行うことはできません

詳細については、以下を参照してください。
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� 『Solarisのシステム管理 (Solarisコンテナ :資源管理と Solarisゾーン)』の第 16
章「Solarisゾーンの紹介」

� 49ページの「ゾーンのインストールと構成」

Solarisゾーン (計画)
Solaris OSをインストールしたあと、ゾーンをインストールして構成できます。大域
ゾーンは稼働中のオペレーティングシステムの単一インスタンスであり、各 Solarisシ
ステムに 1つ含まれています。大域ゾーンは、システムのデフォルトのゾーンであ
り、システム全体の管理に使用されるゾーンでもあります。非大域ゾーンは仮想化さ
れたオペレーティングシステム環境です。

注意 –次の条件がいずれも成立する場合は、コマンドに -Rオプションまたは同等のオ
プションを使用して代替ルート (/)ファイルシステムを指定してはいけません。

� コマンドが大域ゾーン内で実行される。
� 代替ルート (/)ファイルシステムが非大域ゾーンにあるすべてのパスを参照する。

たとえば、pkgaddユーティリティーに -R root_pathオプションで非大域ゾーンの
ルート (/)ファイルシステムへのパスを指定して、大域ゾーンから実行する場合で
す。

代替ルート (/)ファイルシステムが指定可能なユーティリティーの一覧およびゾーン
の詳細については、『Solarisのシステム管理 (Solarisコンテナ :資源管理と Solaris
ゾーン)』の「大域ゾーンから非大域ゾーンにアクセスする際の制限」を参照してくだ
さい。

非大域ゾーンを使用している場合のインストールとアップ
グレード
Solaris OSがインストールされている場合、大域ゾーンにインストールされたソフト
ウェアグループのパッケージはすべての非大域ゾーンで共有されます。たとえば、全
体ディストリビューションをインストールした場合、これらのパッケージはすべての
ゾーンに含まれます。デフォルトでは、大域ゾーンに追加パッケージをインストール
すると、これらも非大域ゾーンに追加されます。アプリケーション、ネームスペー
ス、サーバー、NFSや DHCPなどのネットワーク接続、その他のソフトウェアを、
非大域ゾーンに隔離できます。それぞれの非大域ゾーンは、ほかの非大域ゾーンを認
識せず、それぞれ独立して動作可能です。たとえば、大域ゾーンに全体ディストリ
ビューションをインストールし、個々の非大域ゾーンでは Java Enterprise System
Messaging Server、データベース、DHCP、およびWebサーバーを実行することがで
きます。非大域ゾーンをインストールするときは、各非大域ゾーンで実行されるアプ
リケーションのパフォーマンス要件に留意してください。
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注意 –非大域ゾーンがインストールされていると、Solarisフラッシュアーカイブは正
常に作成されません。Solarisフラッシュ機能には Solarisゾーン区分技術との互換性
はありません。Solarisフラッシュアーカイブを作成する場合、そのアーカイブの配備
条件が次のいずれかの場合は、作成されたアーカイブは正しくインストールされませ
ん。

� アーカイブが非大域ゾーンに作成された場合
� アーカイブが、非大域ゾーンがインストールされている大域ゾーンに作成された場
合

非大域ゾーンがインストールされている場合のアップグレード

Solaris 10 1/06以降のリリースでは、Solaris OSをアップグレードするときに、非大
域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードできます。 Solaris対話
式インストールプログラムとカスタム JumpStartプログラムにより、アップグレード
が可能です。

� Solaris対話式インストールプログラムで、「「アップグレード」または「初期」
インストールの選択」パネルで、「アップグレードインストール」を選択して、非
大域ゾーンにあるシステムをアップグレードできます。インストールプログラムが
システムを分析してアップグレード可能かどうかを判定し、分析の概要を表示しま
す。その後インストールプログラムは、アップグレードの続行を求めるプロンプト
を表示します。このプログラムを使用する場合には、次の制限事項があります。

� アップグレードのカスタマイズはできません。たとえば、追加のソフトウェア
製品のインストール、追加のロケールパッケージのインストール、または
ディスクレイアウトの変更を行うことはできません。

� Solaris 10 DVDまたは DVDに作成したネットワークインストールイメージを
使用する必要があります。Solaris 10 SOFTWARE CDを使用してシステムを
アップグレードすることはできません。このプログラムによるインストール方
法については、『Solaris 10インストールガイド (基本編)』の第 2章「Solaris
インストールプログラムによるインストール (作業)」を参照してください。

� カスタム JumpStartインストールプログラムでは、アップグレードに使用できる
キーワードは install_typeおよび root_deviceのみです。

いくつかのキーワードは非大域ゾーンに影響を与えるため、これらのキーワードは
プロファイルに含められません。たとえば、パッケージを追加するキーワード、
ディスク容量を再配置するキーワード、またはロケールを追加するキーワードを使
用すると非大域ゾーンに影響を与えます。これらのキーワードを使用すると、キー
ワードが無視されるか JumpStartアップグレードが失敗します。これらのキーワー
ドの一覧については、『Solaris 10インストールガイド (カスタム JumpStart/上級
編)』の「非大域ゾーンでアップグレードする際のプロファイルキーワードの制
限」を参照してください。

52 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月



注意 –非大域ゾーンがインストールされている場合は、Solaris Live Upgradeを使用し
てシステムをアップグレードすることはできません。lucreate コマンドでブート環
境を作成できますが、luupgradeコマンドを使用するとアップグレードに失敗しま
す。エラーメッセージが表示されます。

非大域ゾーンのディスク容量要件
大域ゾーンをインストールするときには、作成するすべてのゾーンに十分なディスク
容量を必ず確保してください。非大域ゾーンごとに、ディスク容量要件は異なる場合
があります。ここでは、計画情報の概略を示します。計画の要件と推奨事項の詳細
は、『Solarisのシステム管理 (Solarisコンテナ :資源管理と Solarisゾーン)』の第 18
章「非大域ゾーンの計画と構成 (手順)」を参照してください。

1つのゾーンで消費できるディスク容量に制限はありません。容量制限は大域ゾーン
の管理者が行います。単一プロセッサの小規模なシステムでも、多数のゾーンを同時
に実行できます。

非大域ゾーンを作成するときの容量要件は、大域ゾーンにインストールされた
パッケージの種類によって異なります。パッケージ数と容量要件がその要因になりま
す。ディスク容量に関する一般的なガイドラインを次に示します。

� 大域ゾーンに Solarisの標準パッケージをすべてインストールした場合は、ディス
クに約 100Mバイトの空き容量を確保することをお勧めします。大域ゾーンに追加
パッケージをインストールした場合は、この量を増やしてください。デフォルトで
は、大域ゾーンに追加パッケージをインストールすると、これらも非大域ゾーンに
追加されます。非大域ゾーンでこれらの追加パッケージが格納されるディレクトリ
は、inherit-pkg-dir資源で指定されます。

� システムに十分なスワップ領域がある場合は、ゾーン当たり 40Mバイトの RAM
を追加します。各ゾーンが正常に稼働できるように、この追加をお勧めします。シ
ステムサイズを計画するときは、この RAMの追加を考慮してください。

SPARC: 64ビットパッケージに関する変
更点
Solaris OSの以前のリリースでは、32ビットコンポーネントと 64ビットコンポーネ
ントがそれぞれ別のパッケージで提供されていました。Solaris 10 OSではパッケージ
が簡略化され、32ビットコンポーネントと 64ビットコンポーネントのほとんどが単
一のパッケージで提供されています。統合されたパッケージでは、元の 32ビット
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パッケージの名前がそのまま使用されています。64ビットパッケージは提供されなく
なりました。この変更によってパッケージ数が減り、インストールが簡単になりま
す。このため、カスタム JumpStartスクリプトやほかのパッケージインストールスク
リプトで 64ビットパッケージを参照している場合は、これらのスクリプトを変更し
て参照を削除する必要があります。

64ビットパッケージの名前は、次の規則に従って変更されます。

� 64ビットパッケージに対応する 32ビットパッケージが存在する場合は、その 32
ビットパッケージの名前が 64ビットパッケージに付けられます。たとえば、
/usr/lib/sparcv9/libc.so.1などの 64ビットライブラリの場合、以前は SUNWcslx
で提供されていましたが、現在は SUNWcslで提供されます。64ビットの
SUNWcslxパッケージは提供されなくなりました。

� 対応する 32ビットパッケージが存在しない場合は、名前から接尾辞「x」が削除さ
れます。たとえば、SUNW1394xは SUNW1394になります。

x86:パーティション分割に関する推奨事
項
x86システムで Solaris OSを使用する場合は、次のガイドラインに従ってシステムの
パーティション分割を行ってください。

Solarisインストールプログラムでは、デフォルトのブートディスクパーティションレ
イアウトが使用されます。これらのパーティションは、fdiskパーティションと呼ば
れます。fdiskパーティションは、x86システム上にある特定のオペレーティングシス
テム専用のディスクドライブの論理パーティションです。x86システム上に Solarisソ
フトウェアをインストールするには、1つ以上の Solaris fdiskパーティションを設
定する必要があります。x86システムでは、1台のディスクに最大 4つの fdiskパー
ティションを作成できます。これらのパーティションは、個別のオペレーティングシ
ステムをインストールして使用できます。各オペレーティングシステムは、独自の
fdiskパーティション上に存在しなければなりません。個々のシステムの Solaris
fdiskパーティションの数は、1台のディスクにつき 1つに限られます。

表 3–9 x86:デフォルトのパーティション

パーティション パーティション名 パーティションサイズ

第 1パー
ティション (一
部のシステムの
み)

診断・サービスパー
ティション

システムに既存のサイズ
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表 3–9 x86:デフォルトのパーティション (続き)
パーティション パーティション名 パーティションサイズ

2番目のパー
ティション (一
部のシステムの
み)

x86ブートパー
ティション

Solaris 10 3/05リリースの場合: x86ブートパー
ティションが作成されます。サイズはシステムの
既存サイズです。

Solaris 10 1/06以降のリリースでは、次のように
なります。
� 初期インストールの場合は、このパー
ティションは作成されません。

� アップグレードするときに、使用しているシ
ステムに既存の x86ブートパーティションが
ない場合は、このパーティションは作成され
ません。

� アップグレードするときに、システムに x86
ブートパーティションがある場合:
� あるブートデバイスから別のブートデバ
イスにブートストラップするためにパー
ティションが必要な場合は、x86ブート
パーティションがシステムに保持されま
す。

� 追加のブートデバイスのブートにパー
ティションが不要な場合は、x86ブート
パーティションは削除されます。パー
ティションの内容は、ルートパー
ティションに移されます。

第 3パー
ティション

Solaris OSパー
ティション

起動ディスクの残りの領域

デフォルトのブートディスクパーティションレイ
アウトで保存されるサービスパーティション
Solarisインストールプログラムは、デフォルトのブートディスクパーティションレイ
アウトを使って、診断・サービスパーティションに対応することができます。システ
ムに診断・サービスパーティションが含まれている場合、デフォルトのブートディス
クパーティションレイアウトを使用して、このパーティションを保存できます。

注 –診断・サービスパーティションを含まない x86システムに Solaris OSをインス
トールする場合、インストールプログラムは、デフォルトでは新たにサービスパー
ティションを作成しません。システムに診断・サービスパーティションを作成する場
合は、ハードウェアのマニュアルを参照してください。
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第 4章

x86: Solarisインストールのための
GRUBベースのブート

この章では、Solarisインストールに関連する、x86システムでの GRUBベースのブー
トについて説明します。この章の内容は次のとおりです。

� 57ページの「x86: GRUBベースのブート (概要)」
� 60ページの「x86: GRUBベースのブート (計画)」
� 65 ページの「x86: GRUB メニューの menu.lst ファイルの検出 (作業)」

x86: GRUBベースのブート (概要)
Solaris 10 1/06以降のリリースでは、オープンソースのブートローダーである GRUB
が、Solaris OSのデフォルトのブートローダーとして採用されています。

注 – GRUBベースのブートは、SPARCシステムでは使用できません。

ブートローダーは、システムの電源を入れたあと最初に実行されるソフトウェアプロ
グラムです。x86システムの電源を入れると、BIOS (Basic Input/Output System)に
より、CPU、メモリー、およびプラットフォームハードウェアが初期化されます。初
期化フェーズが完了すると、BIOSが構成済みブートデバイスからブートローダーを
ロードし、システムの制御をブートローダーに移します。

GRUBは、簡単なメニューインタフェースを備えたオープンソースのブートローダー
で、メニューには構成ファイルに定義されたブートオプションが表示されます。ま
た、GRUBはコマンド行インタフェースも備えており、メニューインタフェースから
アクセスしてさまざまなブートコマンドを実行できます。Solaris OSでは、GRUB実
装はマルチブート仕様に準拠しています。マルチブート仕様について詳細
は、http://www.gnu.org/software/grub/grub.htmlを参照してください。
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Solarisカーネルはマルチブート仕様に完全に準拠しているため、GRUBを使用して
Solaris x86システムをブートできます。GRUBを使用すると、さまざまなオペレー
ティングシステムのブートおよびインストールがより簡単にできます。たとえば、1
つのシステムで次のオペレーティングシステムを別々にブートできます。

� Solaris OS

� Microsoft Windows

注 – GRUBはMicrosoft Windowsのパーティションを検出しますが、OSがブート
可能かどうかは確認しません。

GRUBの主な利点は、ファイルシステムおよびカーネル実行可能ファイルの形式に対
して直観的であるため、ディスク上のカーネルの物理的位置を記録せずにオペレー
ティングシステムをロードできることです。GRUBベースのブートでは、カーネルの
ファイル名、ドライブ、およびカーネルがあるパーティションを指定することでカー
ネルがロードされます。GRUBベースのブートは Solaris Device Configuration
Assistant (デバイス構成用補助)を置き換え、GRUBメニューによってブート処理を簡
略化します。

x86: GRUBベースのブートの動作
GRUBがシステムの制御を取得すると、コンソールにメニューが表示されます。
GRUBメニューでは次の操作を実行できます。

� エントリを選択してシステムをブートします
� 組み込まれている GRUB編集メニューを使用してブートエントリを変更します
� コマンド行から手動で OSカーネルをロードします

デフォルトで登録されている OSブートでは、設定可能なタイムアウトを利用できま
す。いずれかのキーを押すと、デフォルトの OSエントリのブートが中止されます。

GRUBメニューの例については、61ページの「GRUBメインメニューについて」を
参照してください。

x86: GRUBデバイス命名規則
GRUBが使用するデバイス命名規則は、以前の Solaris OSバージョンの場合と若干異
なっています。GRUBデバイス命名規則を理解すると、使用しているシステムで
GRUBを構成するときに、ドライブとパーティションの情報を正しく指定できます。

次の表に、GRUBデバイス命名規則を示します。
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表 4–1 GRUBデバイスの命名規則

デバイス名 説明

(fd0), (fd1) 最初のフロッピーディスク、2番目のフ
ロッピーディスク

(nd) ネットワークデバイス

(hd0,0), (hd0,1) 最初の biosディスクの 1番目と 2番目の
fdiskパーティション

(hd0,0,a), (hd0,0,b) 最初の biosディスクの 1番目の fdiskパー
ティションの Solaris/BSDスライス 0および
1

注 – GRUBデバイス名はすべて括弧で囲む必要があります。パーティション番号は、1
からではなく 0 (ゼロ)から数えます。

fdiskパーティションの詳細については、『Solarisのシステム管理 (デバイスと
ファイルシステム)』の「fdiskパーティションの作成上のガイドライン」を参照して
ください。

x86: GRUBベースのインストールについての情報
の参照先
変更内容の詳細については、次の関連情報を参照してください。

表 4–2 GRUBベースのインストールについての情報の参照先

トピック GRUBメニューでの作業 参照先

インストール Solaris OS CDまたは DVDメ
ディアからインストールする
方法

『Solaris 10インストールガイド (基本編)』

ネットワークインストールイ
メージからインストールする
方法

パート II「ローカルエリアネットワーク経
由のインストール」

ネットワークインストールの
ために DHCPサーバーを構成
する方法

108ページの「DHCPサービスによるシス
テム構成情報の事前設定 (作業)」
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表 4–2 GRUBベースのインストールについての情報の参照先 (続き)
トピック GRUBメニューでの作業 参照先

カスタム JumpStartプログラ
ムでインストールする方法

『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の「カスタム
JumpStartインストールの実行」

Solaris Live Upgradeを使用し
てブート環境のアクティブ化
またはフォールバックを行う
方法

� 『Solaris 10インストールガイド
(Solaris Live Upgradeとアップグレー
ドの計画)』の「ブート環境のアク
ティブ化」

� 『Solaris 10インストールガイド
(Solaris Live Upgradeとアップグレー
ドの計画)』の「障害回復:元のブート
環境へのフォールバック (コマンド行イ
ンタフェース)」

システム管理 GRUBおよび管理作業につい
ての詳細

『Solarisのシステム管理 (基本編)』の第 12
章「システムのブート (手順)」

x86: GRUBベースのブート (計画)
この節では、GRUBベースのブートの基本と、GRUBメニューについて説明します。

Solaris OSのインストール時に、デフォルトで 2つの GRUBメニューエントリがシス
テムにインストールされます。最初のエントリは Solaris OSエントリです。2番目の
エントリはフェイルセーフブートアーカイブで、システムの回復に使用されます。
Solaris GRUBメニューエントリは、Solarisソフトウェアのインストールおよび
アップグレード処理の一環として自動的にインストールおよびアップグレードされま
す。これらのエントリは OSによって直接管理されるため、手動で編集しないでくだ
さい。

Solaris OSの標準インストール中に、システム BIOSの設定を変更せずに GRUBが
Solaris fdiskパーティションにインストールされます。この OSが BIOSブート
ディスクにない場合は、次のいずれかの操作を行う必要があります。

� BIOSの設定を変更します。

� ブートマネージャーを使用して Solarisパーティションでブートストラップするよ
うにします。詳細については、使用しているブートマネージャーの使用方法を参照
してください。

ブートディスクに Solaris OSをインストールする方法をお勧めします。マシンに複数
のオペレーティングシステムがインストールされている場合は、エントリを
menu.lstファイルに追加できます。これらのエントリは、システムを次にブートし
たときに GRUBメニューに表示されます。
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複数のオペレーティングシステムの詳細については、「How Multiple Operating
Systems Are Supported in the GRUB Boot Environment」 in『System Administration
Guide: Basic Administration』を参照してください。

x86:ネットワークからの GRUBベースのインス
トールの実行
GRUBベースのネットワークブートを実行するには、PXEクライアント用に構成され
た DHCPサーバーと、tftpサービスを提供するインストールサーバーが必要です。
DHCPサーバーには、DHCPクラスである PXEClientと GRUBClientに応答する
機能が必要です。DHCP応答には、次の情報が含まれている必要があります。

� ファイルサーバーの IPアドレス
� ブートファイルの名前 (pxegrub)

注 – rpc.bootparamdは、通常、ネットワークブートを実行する場合にサーバー側
で必要とされるファイルですが、GRUBベースのネットワークブートでは不要です。

PXEも DHCPサーバーも使用できない場合は、CD-ROMまたはローカルディスクか
ら GRUBをロードできます。次に GRUBでネットワークを手動で構成し、ファイル
サーバーからマルチブートプログラムとブートアーカイブをダウンロードできます。

詳細については、128ページの「x86: PXEを使用したネットワーク経由のブートとイ
ンストールの概要」を参照してください。

GRUBメインメニューについて
x86システムをブートすると、GRUBメニューが表示されます。このメニューには、
選択可能なブートエントリの一覧が表示されます。「ブートエントリ」は、使用して
いるシステムにインストールされている OSインスタンスです。GRUBメニューは、
構成ファイルの menu.lstファイルに基づいています。menu.lstファイルは、
Solarisインストールプログラムによって作成され、インストール後に変更できます。
menu.lstファイルには、GRUBメニューに表示される OSインスタンスの一覧が記
述されています。

� Solaris OSをインストールまたはアップグレードすると、GRUBメニューが自動的
に更新されます。これにより、Solaris OSが新しいブートエントリとして表示され
ます。

� Solaris OS以外の OSをインストールする場合は、menu.lst構成ファイルに変更
を加えて新しい OSインスタンスを含める必要があります。新しい OSインスタン
スを追加すると、システムを次にブートしたときに、新しいブートエントリが
GRUBメニューに表示されます。
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例 4–1 GRUBメインメニュー

次の例では、GRUBメインメニューに SolarisオペレーティングシステムとMicrosoft
Windowsオペレーティングシステムが表示されています。また、Solaris Live
Upgradeブート環境も second_diskという名前で一覧に表示されています。各メ
ニューの項目については、続く説明を参照してください。

GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
+-------------------------------------------------------------------+
|Solaris |
|Solaris failsafe |
|second_disk |
|second_disk failsafe |
|Windows |
+-------------------------------------------------------------------+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
enter to boot the selected OS, ’e’ to edit the commands before
booting, or ’c’ for a command-line.

Solaris Solaris OSを指定します。

Solaris failsafe Solaris OSが損傷した場合に、回復のために使用できるブートアー
カイブを指定します。

second_disk Solaris Live Upgradeブート環境を指定します。second_disk
ブート環境は、Solaris OSのコピーとして作成されました。
luactivateコマンドによってアップグレードおよびアーカイブ
されています。ブート環境は、ブート時に使用できます。

Windows Microsoft Windows OSを指定します。GRUBはこれらのパー
ティションを検出しますが、OSがブート可能かどうかは確認しま
せん。

GRUB menu.lstファイルについて
GRUB menu.lstファイルには、GRUBメインメニューの内容の一覧が記述されてい
ます。GRUBメインメニューには、Solaris Live Upgradeブート環境を含め、システ
ムにインストールされているすべての OSインスタンスのブートエントリが一覧表示
されます。Solarisのソフトウェアアップグレード処理では、このファイルに対して行
なった変更内容がすべて保持されます。

menu.lstファイルに対する修正は、Solaris Live Upgradeエントリと一緒に、すべ
て GRUBメインメニューに表示されます。ファイルに対する変更点はすべて、システ
ムを次にリブートしたときに有効になります。このファイルは、次の目的で変更でき
ます。

� Solaris以外のオペレーティングシステム用の GRUBメニューエントリを追加する
ため

� GRUBメニューでのデフォルトの OSの指定など、ブート動作をカスタマイズする
ため
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注意 – GRUB menu.lstファイルを使用して Solaris Live Upgradeエントリを変更し
ないでください。変更により、Solaris Live Upgradeの実行に失敗する可能性があり
ます。

menu.lstファイルを使用してカーネルデバッガによるブートなどのブート動作をカ
スタマイズできますが、カスタマイズする場合は eepromコマンドを使用する方法を
お勧めします。menu.lst ファイルを使用してカスタマイズすると、ソフトウェアの
アップグレード時に Solaris OSエントリが変更される可能性があります。これによ
り、ファイルに加えた変更内容が失われます。

eepromコマンドの使用法については、「How to Set Solaris Boot Parameters by
Using the eeprom Command」 in『System Administration Guide: Basic
Administration』を参照してください。

例 4–2 menu.lstファイル

次に menu.lstファイルの例を示します。

default 0
timeout 10
title Solaris
root (hd0,0,a)
kernel /platform/i86pc/multiboot -B console=ttya
module /platform/i86pc/boot_archive

title Solaris failsafe
root (hd0,0,a)
kernel /boot/multiboot -B console=ttya -s
module /boot/x86.miniroot.safe

#----- second_disk - ADDED BY LIVE UPGRADE - DO NOT EDIT -----
title second_disk
root (hd0,1,a)
kernel /platform/i86pc/multiboot
module /platform/i86pc/boot_archive

title second_disk failsafe
root (hd0,1,a)
kernel /boot/multiboot kernel/unix -s
module /boot/x86.miniroot-safe

#----- second_disk -------------- END LIVE UPGRADE ------------
title Windows
root (hd0,0)
chainloader -1

default
タイムアウトした場合にブートする項目を指定します。デフォルトの設定を変更す
る場合は、番号を変更して一覧の別の項目を指定できます。最初のタイトルを 0と
して数えます。たとえば、デフォルトを 2に変更すると、second_diskブート環
境が自動的にブートします。
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例 4–2 menu.lstファイル (続き)

timeout
デフォルトのエントリをブートするまで、ユーザーの入力を待つ時間を秒単位で指
定します。タイムアウトを指定しない場合は、エントリを選択する必要がありま
す。

title OS name
オペレーティングシステムの名前を指定します。

� これが Solaris Live Upgradeブート環境の場合、OS nameは新しいブート環境
の作成時にその環境に指定した名前です。前の例では、Solaris Live Upgrade
ブート環境の名前は second_diskです。

� これがフェイルセーフブートアーカイブの場合、このブートアーカイブは主 OS
が損傷したときの回復処理に使用されます。前の例では、Solarisフェイルセー
フと second_diskフェイルセーフが Solarisおよび second_diskオペレー
ティングシステムの回復用ブートアーカイブです。

root (hd0,0,a)
ファイルのロード先となるディスク、パーティション、およびスライスを指定しま
す。GRUBは、ファイルシステムの種類を自動的に検出します。

kernel /platform/i86pc/multiboot
マルチブートプログラムを指定します。kernelコマンドのあとに、必ずマルチ
ブートプログラムを指定する必要があります。マルチブートのあとの文字列は、解
釈されずに Solaris OSに渡されます

複数のオペレーティングシステムの詳細については、「How Multiple Operating
Systems Are Supported in the GRUB Boot Environment」 in『System Administration
Guide: Basic Administration』を参照してください。

GRUBメニューを変更するための menu.lstファイルの検出

GRUBメニューの menu.lstファイルを検出するには、常に bootadmコマンドを使
用する必要があります。アクティブな GRUBメニューを見つけるには、list-menu
サブコマンドを使用します。menu.lstファイルには、システムにインストールされ
ているすべてのオペレーティングシステムが一覧表示されています。このファイルの
内容は、GRUBメニューに表示されるオペレーティングシステムの一覧を記述したも
のです。このファイルに変更を加える場合は、65ページの「x86: GRUBメニューの
menu.lst ファイルの検出 (作業)」を参照してください。
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x86: GRUBメニューの menu.lst
ファイルの検出 (作業)
Solaris 10 1/06以降のリリースでは、GRUBメニューを更新することができます。た
とえば、デフォルトの OSがブートするまでのデフォルトの時間を変更できます。ま
た、別の OSを GRUBメニューに追加することができます。

通常、アクティブな GRUBメニューの menu.lstファイルは
/boot/grub/menu.lstに置かれています。場合によっては、GRUB menu.lst
ファイルが別の場所に置かれていることもあります。たとえば、Solaris Live Upgrade
を使用するシステムの場合は、GRUB menu.lstファイルが現在稼働中のブート環境
ではないブート環境に存在することもあります。また、x86ブートパーティションが
あるシステムをアップグレードした場合、menu.lstファイルは /stubbootディレ
クトリに置かれている場合があります。システムのブートには、アクティブな GRUB
menu.lst ファイルのみが使用されます。システムのブート時に表示される GRUB
メニューを変更するには、アクティブな GRUB menu.lstファイルに変更を加える必
要があります。それ以外の GRUB menu.lstファイルに変更を加えても、システムの
ブート時に表示されるメニューに影響はありません。アクティブな GRUB menu.lst
ファイルの場所を特定するには、bootadmコマンドを使用します。list-menuサブ
コマンドを実行すると、アクティブな GRUBメニューの場所が表示されます。次の手
順で、GRUBメニューの menu.lstファイルの場所を特定します。

bootadmコマンドの詳細については、bootadm(1M)のマニュアルページを参照して
ください。

� GRUBメニューの menu.lstファイルの検出
次の手順では、システムに次の 2つのオペレーティングシステムが含まれています。
Solaris、および Solaris Live Upgradeブート環境である second_diskです。Solaris
OSはブート済みで、GRUBメニューが含まれています。

1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solarisのシステ
ム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照してくだ
さい。

2. menu.lstファイルを検出するには、次のように入力します。

# /sbin/bootadm list-menu

ファイルの場所と内容が表示されます。

The location for the active GRUB menu is: /boot/grub/menu.lst
default 0
timeout 10

手順
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0 Solaris
1 Solaris failsafe
2 second_disk
3 second_disk failsafe

� アクティブな menu.lstファイルが別のブート環
境にある場合の GRUBメニューの menu.lst
ファイルの検出
次の手順では、システムに次の 2つのオペレーティングシステムが含まれています。
Solaris、および Solaris Live Upgradeブート環境である second_diskです。この
場合、現在稼働中のブート環境には menu.lstファイルは存在しません。
second_diskブート環境がブートされています。Solarisブート環境には GRUB
メニューが含まれています。Solarisブート環境はマウントされていません。

1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solarisのシステ
ム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照してくだ
さい。

2. menu.lstファイルを検出するには、次のように入力します。

# /sbin/bootadm list-menu

ファイルの場所と内容が表示されます。

The location for the active GRUB menu is: /dev/dsk/device_name(not mounted)
The filesystem type of the menu device is <ufs>
default 0
timeout 10
0 Solaris
1 Solaris failsafe
2 second_disk
3 second_disk failsafe

3. menu.lstファイルを含むファイルシステムがマウントされていないため、
ファイルシステムをマウントします。UFSファイルシステムとデバイス名を指定
します。

# /usr/sbin/mount -F ufs /dev/dsk/device_name /mnt

device_nameは、マウントするブート環境のディスクデバイスにあるルート (/)
ファイルシステムの場所を指定します。デバイス名は、/dev/dsk/cwtxdyszの
形式で入力します。次に例を示します。

# /usr/sbin/mount -F ufs /dev/dsk/c0t1d0s0 /mnt

GRUBメニューには /mnt/boot/grub/menu.lstでアクセスできます。

手順
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4. ファイルシステムをマウント解除します。

# /usr/sbin/umount /mnt

注 –ブート環境またはブート環境のファイルシステムをマウントする場合は、使用
後に必ずファイルシステムをマウント解除してください。これらのファイルシステ
ムをマウント解除しないと、その後 Solaris Live Upgradeを同じブート環境で実行
したときに失敗する可能性があります。

� Solais Live Upgradeブート環境がマウントされて
いる場合の GRUBメニューの menu.lstファイル
の検出
次の手順では、システムに次の 2つのオペレーティングシステムが含まれています。
Solaris、および Solaris Live Upgradeブート環境である second_diskです。
second_diskブート環境がブートされています。Solarisブート環境には GRUB
メニューが含まれています。Solarisブート環境は /.alt.Solarisにマウントさ
れています。

1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solarisのシステ
ム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照してくだ
さい。

2. menu.lstファイルを検出するには、次のように入力します。

# /sbin/bootadm list-menu

ファイルの場所と内容が表示されます。

The location for the active GRUB menu is: /.alt.Solaris/boot/grub/menu.lst
default 0
timeout 10
0 Solaris
1 Solaris failsafe
2 second_disk
3 second_disk failsafe

GRUBメニューを含むブート環境がすでにマウントされているため、
/.alt.Solaris/boot/grub/menu.lstで menu.lstファイルにアクセスでき
ます。

手順
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� システムに x86ブートパーティションがある場合
の GRUBメニューの menu.lstファイルの検出
次の手順では、システムに次の 2つのオペレーティングシステムが含まれています。
Solaris、および Solaris Live Upgradeブート環境である second_diskです。
second_diskブート環境がブートされています。システムはアップグレードされて
おり、x86ブートパーティションが残されています。ブートパーティションは
/stubbootにマウントされ、GRUBメニューが含まれています。x86ブートパー
ティションについては、54ページの「x86:パーティション分割に関する推奨事項」を
参照してください。

1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solarisのシステ
ム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照してくだ
さい。

2. menu.lstファイルを検出するには、次のように入力します。

# /sbin/bootadm list-menu

ファイルの場所と内容が表示されます。

The location for the active GRUB menu is: /stubboot/boot/grub/menu.lst
default 0
timeout 10
0 Solaris
1 Solaris failsafe
2 second_disk
3 second_disk failsafe

menu.lstファイルには、/stubboot/boot/grub/menu.lstでアクセスでき
ます。

手順
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第 5章

インストールやアップグレードの前に
収集すべき情報 (計画)

この章には、システムのインストールやアップグレードに必要な情報の収集に役立つ
チェックリストが含まれています。

� 69ページの「インストール用のチェックリスト」
� 76ページの「アップグレード用のチェックリスト」

インストール用のチェックリスト
Solaris OSのインストールに必要な情報を収集する際に、次のチェックリストを使用
します。ワークシートに記載されているすべての情報を収集する必要はありません。
使用するシステムに関連する情報だけを収集してください。

表 5–1インストール用チェックリスト

インストールに必要な情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデ
フォルトを示す

ネットワーク接続 このシステムはネットワークに接続されていますか。 接続されている/接続さ
れていない

DHCP このシステムでは、DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)を使ってネットワークインタ
フェースを構成しますか。

DHCPはインストールに必要なネットワークパラメータ
を提供します。

はい/いいえ*
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表 5–1インストール用チェックリスト (続き)

インストールに必要な情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデ
フォルトを示す

DHCPを使
用しない場
合は、
ネットワー
クアドレス
をメモしま
す。

IPアドレス DHCPを使用しない場合は、このシステムの IPアドレ
スを指定します。

例: 172.31.255.255

稼働中のシステムについてこの情報を調べるには、次の
コマンドを入力します。

# ypmatch host-name hosts

サブネット DHCPを使用しない場合、このシステムはサブネットの
一部ですか。

「はい」の場合は、サブネットのネットマスクを指定し
ます。

例: 255.255.255.0

稼働中のシステムについてこの情報を調べるには、次の
コマンドを入力します。

# more /etc/netmasks

IPv6 このマシンで IPv6を使用可能にしますか。

IPv6は TCP/IPインターネットプロトコルの 1つで、
より強固なセキュリティーを追加し、インターネットア
ドレスを増やすことで、IPアドレスの指定を容易にしま
す。

はい/いいえ*

ホスト名 このシステムのホスト名。

稼働中のシステムについてこの情報を調べるには、次の
コマンドを入力します。

# uname -n

Kerberos このマシンに Kerberosセキュリティを構成しますか。

「はい」の場合は、次の情報を収集します。

はい/いいえ*

デフォルトのレルム:

管理サーバー:

一次 KDC:

(省略可能)追加 KDC:

Kerberosサービスは、ネットワーク経由でのセキュリ
ティー保護されたトランザクションを提供するクライア
ントサーバーアーキテクチャーです。
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表 5–1インストール用チェックリスト (続き)

インストールに必要な情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデ
フォルトを示す

システムで
ネームサー
ビスを使用
する場合
は、次の情
報を指定し
ます。

ネームサービ
ス

このシステムではどのネームサービスを使用しますか。

稼働中のシステムについてこの情報を調べるには、次の
コマンドを入力します。

# cat /etc/nsswitch.conf

ネームサービスの情報は 1つの場所に保管されているの
で、ユーザー、マシン、およびアプリケーションは
ネットワーク上で相互に対話できます。たとえば、ホス
ト名とアドレスまたはユーザー名とパスワードなどの情
報が保管されています。

NIS+/NIS/DNS/
LDAP/使用しない

ドメイン名 システムが属するドメインの名前を指定します。

稼働中のシステムについてこの情報を調べるには、次の
コマンドを入力します。

# domainname

NIS+および
NIS

ネームサーバーを指定しますか、それともインストール
プログラムにネームサーバーの検索を任せますか。

ネームサーバーを指定する場合は、次の情報を指定しま
す。

指定/検索*

サーバーのホスト名:

� NISクライアントの場合、サーバーのホスト名を表
示するには次のコマンドを入力します。

# ypwhich
� NIS+クライアントの場合、サーバーのホスト名を表
示するには次のコマンドを入力します。

# nisping

サーバーの IPアドレス:

� NISクライアントの場合、サーバーの IPアドレスを
表示するには次のコマンドを入力します。

# ypmatch nameserver-name hosts
� NIS+クライアントの場合、サーバーの IPアドレス
を表示するには次のコマンドを入力します。

# nismatch nameserver-name hosts.org_dir

ネットワーク情報サービス (NIS)は、マシン名やアドレ
スなどのさまざまなネットワーク情報を 1つの場所で管
理することによって、ネットワーク管理を容易にするた
めのサービスです。
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表 5–1インストール用チェックリスト (続き)

インストールに必要な情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデ
フォルトを示す

DNS DNSサーバーの IPアドレスを指定します。DNSサー
バーの IPアドレスを少なくとも 1つ、最大 3つまで指
定します。

サーバーの IPアドレス:

サーバーの IPアドレスを表示するには、次のコマンド
を入力します。

# getent ipnodes dns

DNS検索を行うときに検索するドメインのリストを入
力できます。

検索ドメイン:

検索ドメイン:

検索ドメイン:

ドメインネームシステム (DNS)は、インターネットが
TCP/IPネットワーク用に提供するネームサービスで
す。DNSは、ホスト名から IPアドレスに変換するサー
ビスを提供します。DNSは数値表現の IPアドレスの代
わりにマシン名を使用するので、通信が簡単になりま
す。また、メール管理用のデータベースとしての働きも
します。

LDAP LDAPプロファイルに関する次の情報を指定します。

プロファイル名:

プロファイルサーバー:

LDAPプロファイルでプロキシ資格レベルを指定した場
合、この情報を収集します。

プロキシバインドの識別名:

プロキシバインドのパスワード:

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)は、
TCP/IPを使って動作するディレクトリを更新したり検
索したりするときに使用される、比較的単純なプロトコ
ルを定義します。
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表 5–1インストール用チェックリスト (続き)

インストールに必要な情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデ
フォルトを示す

デフォルトルート デフォルトルート IPアドレスを指定しますか、それと
も Solarisインストールプログラムに IPアドレスの検索
を任せますか。

デフォルトルートは、2つの物理ネットワーク間のトラ
フィック転送用のブリッジを提供します。IPアドレス
は、ネットワーク上の各ホストを識別する一意の番号で
す。

次のうちから選択できます。
� IPアドレスを指定できます。指定された IPアドレ
スを使用して /etc/defaultrouter ファイルが作
成されます。システムをリブートすると、指定され
た IPアドレスがデフォルトルートになります。

� Solarisインストールプログラムに IPアドレスを検
出させることができます。ただし、システムは、
ICMPルーター発見プロトコルを使用して自らを通
知するルーターの存在するサブネット上になければ
なりません。コマンド行インタフェースを使用して
いる場合は、システムの起動時に IPアドレスが検出
されます。

� ルーターが存在しない場合、または今回はソフト
ウェアに IPアドレスを検出させない場合は、「な
し」を選択します。リブート時に、ソフトウェアが
自動的に IPアドレスの検出を試みます。

検出*/指定/なし

時間帯 デフォルトの時間帯をどのように指定しますか。 地域*

GMTとの時間差

時間帯ファイル

ルートパスワード システムのルートパスワードを指定します。

ロケール どの地域のサポートをインストールしますか。

SPARC:電源管理 (電源管理
システムをサポートする
SPARCシステムの場合の
み)

電源管理システムを使用しますか。

注 –使用するシステムが Energy Starバージョン 3以降
に対応している場合、このプロンプトは表示されませ
ん。

はい*/いいえ

自動的なリブートまたは
CD/DVD取り出し

ソフトウェアをインストールしたあとに自動的にリブー
トしますか。

ソフトウェアをインストールしたあとに CD/DVDを自
動的に取り出しますか。

はい*/いいえ

はい*/いいえ
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表 5–1インストール用チェックリスト (続き)

インストールに必要な情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデ
フォルトを示す

デフォルトインストールま
たはカスタムインストール

デフォルトのインストールを実行しますか、それともイ
ンストールをカスタマイズしますか。
� デフォルトインストールを選択すると、ハード
ディスク全体がフォーマットされ、事前に選択され
ている一連のソフトウェアがインストールされま
す。

� カスタムインストールを選択すると、ハードディス
クのレイアウトを変更したり、必要なソフトウェア
を選択してインストールしたりできます。

注 –テキストインストーラでは、「デフォルトインス
トール」か「カスタムインストール」かの選択は表示さ
れません。デフォルトインストールを実行するには、テ
キストインストーラに表示されるデフォルト値をそのま
ま使用します。カスタムインストールを実行するには、
テキストインストーラの画面で値を編集します。

デフォルトインストール
*/カスタムインストール

ソフトウェアグループ どの Solarisソフトウェアグループをインストールしま
すか。

全体ディストリビュー
ションと OEMサポート

全体ディストリビュー
ション*

開発者システムサポート

エンドユーザーシステム
サポート

コアシステムサポート

限定ネットワークシステ
ムサポート

カスタムパッケージ選択 インストールする Solarisソフトウェアグループに対し
てソフトウェアパッケージの追加や削除を行いますか。

注 –パッケージの追加や削除を行う場合には、ソフト
ウェアの依存関係や Solarisソフトウェアがどのように
パッケージ化されているかを知っている必要がありま
す。

ディスクの選択 Solarisソフトウェアをどのディスクにインストールしま
すか。

例: c0t0d0
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表 5–1インストール用チェックリスト (続き)

インストールに必要な情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデ
フォルトを示す

x86: fdiskによるパー
ティション分割

Solaris fdiskパーティションの作成、削除、または変
更を行いますか。

ファイルシステムを配置するディスクには、Solaris
fdiskパーティションが必要です。

システムに現在サービスパーティションがある場合、
Solarisインストールプログラムはデフォルトでサービス
パーティションを保存します。サービスパーティション
を保存しないようにするには、fdiskパーティションを
カスタマイズする必要があります。サービスパー
ティションの保存については、55ページの「デフォルト
のブートディスクパーティションレイアウトで保存され
るサービスパーティション」を参照してください。

fdiskパーティションのカスタマイズのためにディスク
を選択しますか。

はい/いいえ*

fdiskパーティションをカスタマイズしますか。 はい/いいえ*

データの保存 Solarisソフトウェアをインストールするために選択した
ディスク上の既存のデータを保存しますか。

はい/いいえ*

ファイルシステムの自動配
置

ディスク上にあるファイルシステムを自動的に配置する
ために自動配置を使用しますか。

「はい」の場合は、どのファイルシステムを自動配置し
ますか。

例: /、/opt、/var

「いいえ」の場合は、手作業でファイルシステムを配置
する必要があります。

注 – Solarisインストール GUIは、デフォルトでファイ
ルシステムを自動配置します。

はい*/いいえ

リモートファイルシステム
のマウント

このシステムからほかのファイルシステムにあるソフト
ウェアにアクセスする必要がありますか。

必要な場合、リモートファイルシステムに関する次の情
報を用意します。

はい/いいえ*

サーバー:

IPアドレス :

リモートファイルシステム:

ローカルマウントポイント:
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表 5–1インストール用チェックリスト (続き)

インストールに必要な情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデ
フォルトを示す

tipラインを介してインス
トールを行う場合の指示

ウィンドウ表示が横 80桁、縦 24行以上あるか確認しま
す。詳細は、tip(1)のマニュアルページを参照してく
ださい。

tipウィンドウの現在の大きさを調べるには、sttyコ
マンドを使用します。詳細については、stty(1)のマ
ニュアルページを参照してください。

Ethernet接続の確認 システムがネットワークに接続されている場合は、
Ethernetコネクタまたはそれに類似したネットワークア
ダプタがシステムに装着されていることを確認します。

計画の章とほかの関連マ
ニュアルの確認

� 計画について、第 3章の全体または特定の節を参照
します。

� http://docs.sun.comの『Solaris 10ご使用にあ
たって』やベンダーのリリースノートを参照して、
使用するソフトウェアが新しい Solarisリリースでも
サポートされていることを確認します。

� 『Solaris 10 Sunハードウェアマニュアル』を参照し
て、使用するハードウェアがサポートされているこ
とを確認します。

� システムに添付されている資料を参照して、使用す
るシステムやデバイスが Solarisリリースでサポート
されていることを確認します。

アップグレード用のチェックリスト
Solaris OSのアップグレードに必要な情報を収集する際に、次のチェックリストを使
用します。ただし、チェックリストに記載されているすべての情報を収集する必要は
ありません。使用するシステムに関連する情報だけを収集してください。アップグ
レードをネットワークを使用して行う場合は、インストールプログラムが現在のシス
テム構成から情報を取得します。

ホスト名や IPアドレスのような、システムの基本的な識別情報は変更できません。イ
ンストールプログラムによってシステムの基本的な識別情報を入力するように求めら
れる場合がありますが、元の値を入力する必要があります。Solarisインストールプロ
グラムを使用してアップグレードを行う場合は、値を変更するとアップグレードが失
敗します。
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表 5–2アップグレード用のチェックリスト

アップグレード用の情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデフォルト
を示す

ネットワーク接続 このシステムはネットワークに接続されてい
ますか。

接続されている/接続されて
いない*

DHCP このシステムでは、DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)を使ってネットワー
クインタフェースを構成しますか。

DHCPはインストールに必要なネットワー
クパラメータを提供します。

はい/いいえ*

DHCPを使用
しない場合
は、ネット
ワークアドレ
スをメモしま
す。

IPアドレス DHCPを使用しない場合は、このシステム
の IPアドレスを指定します。

例: 172.31.255.255

稼働中のシステムについてこの情報を調べる
には、次のコマンドを入力します。

# ypmatch host-name hosts

サブネット DHCPを使用しない場合、このシステムは
サブネットの一部ですか。

「はい」の場合は、サブネットのネットマス
クを指定します。

例: 255.255.255.0

稼働中のシステムについてこの情報を調べる
には、次のコマンドを入力します。

# more /etc/netmasks

IPv6 このマシンで IPv6を使用可能にしますか。

IPv6は TCP/IPインターネットプロトコル
の 1つで、より強固なセキュリティーを追加
し、インターネットアドレスを増やすこと
で、IPアドレスの指定を容易にします。

はい/いいえ*

ホスト名 このシステムのホスト名。

稼働中のシステムについてこの情報を調べる
には、次のコマンドを入力します。

# uname -n

Kerberos このマシンに Kerberosセキュリティを構成
しますか。

「はい」の場合は、次の情報を収集します。

はい/いいえ*
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表 5–2アップグレード用のチェックリスト (続き)

アップグレード用の情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデフォルト
を示す

デフォルトのレルム:

管理サーバー:

一次 KDC:

(省略可能)追加 KDC:

Kerberosサービスは、ネットワーク経由で
のセキュリティー保護されたトランザク
ションを提供するクライアントサーバーアー
キテクチャーです。

システムで
ネームサービ
スを使用する
場合は、次の
情報を指定し
ます。

ネームサービス このシステムではどのネームサービスを使用
しますか。

稼働中のシステムについてこの情報を調べる
には、次のコマンドを入力します。

# cat /etc/nsswitch.conf

ネームサービスの情報は 1つの場所に保管さ
れているので、ユーザー、マシン、およびア
プリケーションはネットワーク上で相互に対
話できます。たとえば、ホスト名とアドレス
またはユーザー名とパスワードなどの情報が
保管されています。

NIS+/NIS/DNS/ LDAP/使
用しない

ドメイン名 システムが属するドメインの名前を指定しま
す。

稼働中のシステムについてこの情報を調べる
には、次のコマンドを入力します。

# domainname

NIS+および NIS ネームサーバーを指定しますか、それともイ
ンストールプログラムにネームサーバーの検
索を任せますか。

ネームサーバーを指定する場合は、次の情報
を指定します。

指定/検索*

サーバーのホスト名:
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表 5–2アップグレード用のチェックリスト (続き)

アップグレード用の情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデフォルト
を示す

� NISクライアントの場合、サーバーのホ
スト名を表示するには次のコマンドを入
力します。

# ypwhich
� NIS+クライアントの場合、サーバーの
ホスト名を表示するには次のコマンドを
入力します。

# nisping

サーバーの IPアドレス:

� NISクライアントの場合、サーバーの IP
アドレスを表示するには次のコマンドを
入力します。

# ypmatch nameserver-name hosts
� NIS+クライアントの場合、サーバーの

IPアドレスを表示するには次のコマンド
を入力します。

# nismatch nameserver-name
hosts.org_dir

ネットワーク情報サービス (NIS)は、マシン
名やアドレスなどのさまざまなネットワーク
情報を 1つの場所で管理することによって、
ネットワーク管理を容易にするためのサービ
スです。

DNS DNSサーバーの IPアドレスを指定します。
DNSサーバーの IPアドレスを少なくとも 1
つ、最大 3つまで指定します。

サーバーの IPアドレス:

サーバーの IPアドレスを表示するには、次
のコマンドを入力します。

# getent ipnodes dns

DNS検索を行うときに検索するドメインの
リストを入力できます。

検索ドメイン:

検索ドメイン:

検索ドメイン:
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表 5–2アップグレード用のチェックリスト (続き)

アップグレード用の情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデフォルト
を示す

ドメインネームシステム (DNS)は、イン
ターネットが TCP/IPネットワーク用に提供
するネームサービスです。DNSは、ホスト
名から IPアドレスに変換するサービスを提
供します。DNSは数値表現の IPアドレスの
代わりにマシン名を使用するので、通信が簡
単になります。また、メール管理用のデータ
ベースとしての働きもします。

LDAP LDAPプロファイルに関する次の情報を指定
します。

プロファイル名:

プロファイルサーバー:

LDAPプロファイルでプロキシ資格レベルを
指定した場合、この情報を収集します。

プロキシバインドの識別名:

プロキシバインドのパスワード:

LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol)は、TCP/IPを使って動作する
ディレクトリを更新したり検索したりすると
きに使用される、比較的単純なプロトコルを
定義します。
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表 5–2アップグレード用のチェックリスト (続き)

アップグレード用の情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデフォルト
を示す

デフォルトルート デフォルトルート IPアドレスを指定します
か、それとも Solarisインストールプログラ
ムに IPアドレスの検索を任せますか。

デフォルトルートは、2つの物理ネットワー
ク間のトラフィック転送用のブリッジを提供
します。IPアドレスは、ネットワーク上の
各ホストを識別する一意の番号です。

次のうちから選択できます。
� IPアドレスを指定できます。指定された

IPアドレスを使用して
/etc/defaultrouter ファイルが作成
されます。システムをリブートすると、
指定された IPアドレスがデフォルトルー
トになります。

� Solarisインストールプログラムに IPア
ドレスを検出させることができます。た
だし、システムは、ICMPルーター発見
プロトコルを使用して自らを通知する
ルーターの存在するサブネット上になけ
ればなりません。コマンド行インタ
フェースを使用している場合は、システ
ムの起動時に IPアドレスが検出されま
す。

� ルーターが存在しない場合、または今回
はソフトウェアに IPアドレスを検出させ
ない場合は、「なし」を選択します。リ
ブート時に、ソフトウェアが自動的に IP
アドレスの検出を試みます。

検出*/指定/なし

時間帯 デフォルトの時間帯をどのように指定します
か。

地域*

GMTとの時間差

時間帯ファイル

ルートパスワード システムのルートパスワードを指定します。
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表 5–2アップグレード用のチェックリスト (続き)

アップグレード用の情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデフォルト
を示す

非大域ゾーンがインストールされ
ているシステムのアップグレード

Solaris 10 1/06以降のリリースでは、Solaris
10 DVDまたは DVDベースのネットワーク
インストールイメージを使用して、非大域
ゾーンがインストールされているシステムを
アップグレードできます。非大域ゾーンがイ
ンストールされているシステムのアップグ
レードを選択する場合は、アップグレードを
カスタマイズすることはできません。

注 – Solaris 10 1/06リリースでは、Solaris 10
SOFTWARE - 1 CDまたは Solaris Live
Upgradeインストールを使用して非大域
ゾーンがインストールされているシステムを
アップグレードすることはできません。

使用しているシステムに複数のルート (/)
パーティションまたはディスクが存在する場
合、アップグレードするルートパー
ティションを選択するように求めるプロンプ
トがインストールプログラムによって表示さ
れます。

はい/いいえ

アップグレードするルート (/):

デフォルトインストールまたはカ
スタムインストール

デフォルトのインストールを実行しますか、
それともインストールをカスタマイズします
か。
� デフォルトインストールを選択すると、
ハードディスク全体がフォーマットさ
れ、事前に選択されている一連のソフト
ウェアがインストールされます。

� カスタムインストールを選択すると、
ハードディスクのレイアウトを変更した
り、必要なソフトウェアを選択してイン
ストールしたりできます。

注 –テキストインストーラでは、「デフォル
トインストール」か「カスタムインストー
ル」かの選択は表示されません。デフォルト
インストールを実行するには、テキストイン
ストーラに表示されるデフォルト値をそのま
ま使用します。カスタムインストールを実行
するには、テキストインストーラの画面で値
を編集します。

デフォルトインストール*/カ
スタムインストール

ロケール どの地域のサポートをインストールします
か。
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表 5–2アップグレード用のチェックリスト (続き)

アップグレード用の情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデフォルト
を示す

SPARC:電源管理 (電源管理システ
ムをサポートする SPARCシステム
の場合のみ)

電源管理システムを使用しますか。

注 –使用するシステムが Energy Starバー
ジョン 3以降に対応している場合、このプロ
ンプトは表示されません。

はい/いいえ

自動的なリブートまたは CD/DVD
取り出し

ソフトウェアをインストールしたあとに自動
的にリブートしますか。

ソフトウェアをインストールしたあとに
CD/DVDを自動的に取り出しますか。

はい*/いいえ

はい*/いいえ

ディスク容量の再割り当て インストールプログラムに、ディスク上の
ファイルシステムを自動的に再配置させます
か。

「はい」の場合は、どのファイルシステムを
自動配置しますか。

例: /、/opt、/var

「いいえ」の場合は、システム構成用の情報
を指定する必要があります。

はい/いいえ*

tipラインを介してインストール
を行う場合の指示

ウィンドウ表示が横 80桁、縦 24行以上ある
か確認します。詳細は、tip(1)のマニュア
ルページを参照してください。

tipウィンドウの現在の大きさを調べるに
は、sttyコマンドを使用します。詳細につ
いては、stty(1)のマニュアルページを参
照してください。

Ethernet接続の確認 システムがネットワークに接続されている場
合は、Ethernetコネクタまたはそれに類似し
たネットワークアダプタがシステムに装着さ
れていることを確認します。
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表 5–2アップグレード用のチェックリスト (続き)

アップグレード用の情報 説明/例
答 -アスタリスク (*)はデフォルト
を示す

Solaris Live Upgradeの使用 � 新しいブート環境を作成してそれを
アップグレードするためのリソース要件
を調べます。詳細は、『Solaris 10イン
ストールガイド (Solaris Live Upgradeと
アップグレードの計画)』の第 5
章「Solaris Live Upgrade (計画)」を参照
してください。

� RAID-1ボリュームを使用している場合
のリソース要件を調べます。詳細は、
『Solaris 10インストールガイド (Solaris
Live Upgradeとアップグレードの計
画)』の「ファイルシステムのスライスを
選択するための指針」を参照してくださ
い。

Prestoserveソフトウェアがシステ
ムに存在するかの確認

Prestoserveソフトウェアを使用している場
合、init 0 コマンドを使ってシステムを
シャットダウンしてからアップグレードプロ
セスを開始すると、データが失われることが
あります。シャットダウンについての説明
は、Prestoserveの資料を参照してくださ
い。

必要なパッチの確認 最新のパッチリストは
http://sunsolve.sun.comから入手できま
す。

計画の章とほかの関連マニュアル
の確認

� 計画について、第 3章の全体または特定
の節を参照します。

� http://docs.sun.comの『Solaris 10
ご使用にあたって』やベンダーのリリー
スノートを参照して、使用するソフト
ウェアが新しい Solarisリリースでもサ
ポートされていることを確認します。

� 『Solaris 10 Sunハードウェアマニュア
ル』を参照して、使用するハードウェア
がサポートされていることを確認しま
す。

� システムに添付されている資料を参照し
て、使用するシステムやデバイスが
Solarisリリースでサポートされているこ
とを確認します。
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第 6章

システム構成情報の事前設定 (作業)

この章では、システム構成情報の事前設定について説明します。事前に設定を行う
と、Solaris OSをインストールする際に、システム構成情報の入力を求められませ
ん。この章では、さらに、電源管理システム情報の事前設定についても説明します。
この章の内容は次のとおりです。

� 85ページの「システム構成情報を事前設定することの利点」
� 86ページの「システム構成情報の事前設定方法」
� 87ページの「sysidcfgファイルによる事前設定」
� 104ページの「ネームサービスによる事前設定」
� 108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」
� 120ページの「SPARC:電源管理情報の事前設定」

システム構成情報を事前設定することの
利点
どのインストール方法でも、周辺機器、ホスト名、IP (インターネットプロトコル)ア
ドレス、ネームサービスなどのシステム構成情報が必要です。インストールプログラ
ムは、構成情報の入力を求める前に、まず sysidcfgファイルの情報を調べ、次に
ネームサービスデータベースの情報を調べます。

Solarisインストールプログラムやカスタム JumpStartインストールプログラムは、事
前設定されたシステム構成情報を検出すると、その情報の入力を求めることはありま
せん。たとえば、いくつかのシステムがあり、各システムに Solaris 10ソフトウェア
をインストールするたびに時間帯を入力することは避けたい場合があります。この時
間帯を sysidcfgファイル中またはネームサービスデータベース中に指定できます。
Solaris 10ソフトウェアのインストール時に時間帯の入力を求められなくなります。
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システム構成情報の事前設定方法
システム構成情報を事前設定するには、2つの方法があります。システム構成情報は
次の場所に設定できます。

� sysidcfgファイル (リモートシステムまたはフロッピーディスク上)
� 自分のサイトで使用しているネームサービスデータベース

サイトで DHCPを使用している場合は、サイトの DHCPサーバーで一部のシステム
情報の事前構成を行うこともできます。DHCPサーバーを使ってシステム情報の事前
構成を行う方法の詳細については、108ページの「DHCPサービスによるシステム構
成情報の事前設定 (作業)」を参照してください。

次の表を使って、システム構成情報の事前設定に sysidcfgファイルを使用するか
ネームサービスデータベースを使用するかを決定してください。

表 6–1システム構成情報を事前設定するための方法

事前設定できるシステム構成情報
sysidcfgファイルでの事前設定の
可否 ネームサービスでの事前設定の可否

ネームサービス 可能 可能

ドメイン名 可能 不可

ネームサーバー 可能 不可

ネットワークインタフェース 可能 不可

ホスト名 可能

この情報はシステムに固有な
ため、各システム用に異なる
sysidcfgファイルを作成す
るよりも、ネームサービスを
編集してください。

可能

IPアドレス 可能

この情報はシステムに固有な
ため、各システム用に異なる
sysidcfgファイルを作成す
るよりも、ネームサービスを
編集してください。

可能

ネットマスク 可能 不可

DHCP 可能 不可

IPv6 可能 不可

デフォルトルート 可能 不可
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表 6–1システム構成情報を事前設定するための方法 (続き)

事前設定できるシステム構成情報
sysidcfgファイルでの事前設定の
可否 ネームサービスでの事前設定の可否

rootパスワード 可能 不可

セキュリティーポリシー 可能 不可

インストールプログラムとデスクトップで表
示する言語 (ロケール)

可能 NISまたは NIS+の場合、可能

DNSまたは LDAPの場合、不
可

端末タイプ 可能 不可

時間帯 可能 可能

日付と時刻 可能 可能

Webプロキシ 不可

Solarisインストールプログラ
ムを使ってこの情報を設定で
きますが、その際に
sysidcfgファイルやネーム
サービスは使用できません。

不可

x86:モニタータイプ 可能 不可

x86:キーボード言語、キーボード配置 可能 不可

x86:グラフィックスカード、カラー深度、表
示解像度、画面サイズ

可能 不可

x86:ポインティングデバイス、ボタン数、IRQ
レベル

可能 不可

SPARC:電源管理システム (autoshutdown)

sysidcfgファイルやネームサービスを通し
て電源管理システムの事前構成を行うことは
できません。詳細は、120ページの「SPARC:
電源管理情報の事前設定」を参照してくださ
い。

不可 不可

sysidcfgファイルによる事前設定
sysidcfgファイルに一連のキーワードを指定すると、システムを事前設定できま
す。89ページの「sysidcfgファイルキーワード」は、これらのキーワードを示し
ています。
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異なる構成情報を必要とするシステムごとに、固有の sysidcfgファイルを作成する
必要があります。すべてのシステムに同じ時間帯を割り当てる場合は、同じ
sysidcfgファイルを使用して、一連のシステムに時間帯を事前設定することができ
ます。ただし、これらの各システムに異なる root (スーパーユーザー)パスワードを事
前設定する場合は、各システムに固有の sysidcfgファイルを作成する必要がありま
す。

sysidcfgファイルは、次のいずれかに置くことができます。

� NFSファイルシステム - sysidcfgファイルを共有 NFSファイルシステムに置く
場合は、ネットワークからのインストールをシステムに設定するときに、
add_install_client(1M)コマンドの -pオプションを使用する必要がありま
す。-pオプションでは、Solaris 10ソフトウェアのインストール時に sysidcfg
ファイルを検索する場所を指定します。

� UFSまたは PCFSフロッピーディスク - sysidcfgファイルをフロッピーディスク
のルート (/)ディレクトリに置きます。

� HTTPまたは HTTPSサーバー – WANブートインストールを実行する場合は、
sysidcfgファイルをWebサーバーのドキュメントルートディレクトリに置きま
す。

注 –カスタム JumpStartインストールを実行していて、フロッピーディスク上の
sysidcfgファイルを使用する場合は、プロファイルフロッピーディスク上に
sysidcfgファイルを置く必要があります。プロファイルフロッピーディスクを作成
するには、『Solaris 10インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』の「スタ
ンドアロンシステム用のプロファイルフロッピーディスクの作成」を参照してくださ
い。

1つのディレクトリまたはフロッピーディスクには、1つの sysidcfgファイルだけ
を入れることができます。複数の sysidcfgファイルを作成する場合は、各ファイル
を異なるディレクトリまたは異なるフロッピーディスクに置く必要があります。

sysidcfgファイルの構文規則
sysidcfgファイルで使用するキーワードには、非依存型と依存型の 2種類がありま
す。依存型キーワードは、非依存型キーワード内でのみ固有であることが保証されて
います。依存型キーワードは、対応する非依存型キーワードによって識別される場合
にのみ存在します。

次の例では、name_serviceが非依存型キーワードであり、domain_nameと
name_serverが依存型キーワードです。

name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
name_server=connor(192.168.112.3)}
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構文規則 例

非依存型キーワードは任意の順序で指定可能で
す。

pointer=MS-S
display=ati {size=15-inch}

キーワードは、大文字と小文字を区別しませ
ん。

TIMEZONE=US/Central
terminal=sun-cmd

関連する非依存型キーワードを結合するには、
すべての依存型キーワードを中括弧 { }で囲みま
す。

name_service=NIS
{domain_name=marquee.central.example.com
name_server=connor(192.168.112.3)}

値は単一引用符 (’)または二重引用符 (“)で囲ん
で指定可能です。

network_interface=’none’

network_interfaceを除くすべてのキーワー
ドは、1回だけ指定可能です。キーワードを複数
回指定した場合は最初のキーワードだけが有効
です。

name_service=NIS
name_service=DNS

sysidcfgファイルキーワード
表 6–2に、sysidcfgファイルでシステム情報を構成するときに使用できるキーワー
ドの一覧を示します。

表 6–2 sysidcfgキーワード

構成情報 キーワード

ネームサービス、ドメイン名、ネームサーバー 90ページの「name_serviceキーワード」

ネットワークインタフェース、ホスト名、IPアドレ
ス、ネットマスク、DHCP、IPv6

93ページの「network_interfaceキーワード」

rootパスワード 98ページの「root_passwordキーワード」

セキュリティーポリシー 98ページの「security_policyキーワード」

インストールプログラムとデスクトップで表示する
言語

99ページの「system_localeキーワード」

端末タイプ 99ページの「terminalキーワード」

時間帯 99ページの「timezoneキーワード」

日付と時刻 100ページの「timeserverキーワード」

x86:モニタータイプ 100ページの「x86: monitorキーワード」

x86:キーボード言語、キーボード配置 101ページの「x86: keyboardキーワード」
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表 6–2 sysidcfgキーワード (続き)
構成情報 キーワード

x86:グラフィックスカード、カラー深度、表示解像
度、画面サイズ

101ページの「x86: displayキーワード」

x86:ポインティングデバイス、ボタン数、IRQレベ
ル

101ページの「x86: pointerキーワード」

次の節では、sysidcfgファイルで使用できるキーワードについて説明します。

name_serviceキーワード
name_serviceキーワードを使用して、システムのネームサービス、ドメイン名、お
よびネームサーバーを構成できます。次の例は、name_serviceキーワードの一般的
な構文を示しています。

name_service=name-service {domain_name=domain-name
name_server=name-server
optional-keyword=value}

name_serviceは 1つの値だけを選択します。次に、domain_nameキーワードと
name_serverキーワードの両方を設定し、必要に応じて、さらに追加のキーワード
を設定します。あるいは、これらのキーワードをまったく設定しなくてもかまいませ
ん。キーワードを 1つも使用しない場合には、中括弧 { }は省略します。

次の各節では、特定のネームサービスを使用するようシステムを構成するための、
キーワードの構文について説明します。

NIS用の name_serviceキーワードの構文

NISネームサービスを使用するようシステムを構成するには、次の構文を使用しま
す。

name_service=NIS {domain_name=domain-name
name_server=hostname(ip-address)}

domain-name ドメイン名を指定します。

hostname ネームサーバーのホスト名を指定します。

ip-address ネームサーバーの IPアドレスを指定します。

例 6–1 name_serviceキーワードを使用してNISサーバーを指定する

次の例では、ドメイン名 west.example.comの NISサーバーを指定しています。こ
のサーバーのホスト名は timberで、IPアドレスは 192.168.2.1です。

name_service=NIS {domain_name=west.example.com

name_server=timber(192.168.2.1)}
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NISネームサービスの詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

NIS+用の name_serviceキーワードの構文

NISネームサービスを使用するようシステムを構成するには、次の構文を使用しま
す。

name_service=NIS+ {domain_name=domain-name
name_server=hostname(ip-address)}

domain-name ドメイン名を指定します。

hostname ネームサーバーのホスト名を指定します。

ip-address ネームサーバーの IPアドレスを指定します。

例 6–2 name_serviceキーワードを使用してNIS+サーバーを指定する

次の例では、ドメイン名 west.example.comの NIS+サーバーを指定しています。
このサーバーのホスト名は timberで、IPアドレスは 192.168.2.1です。

name_service=NIS+ {domain_name=west.example.com

name_server=timber(192.168.2.1)}

NIS+ネームサービスの詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : NIS+編)』を参照してください。

DNS用の name_serviceキーワードの構文

DNSを使用するようシステムを構成するには、次の構文を使用します。

name_service=DNS {domain_name=domain-name
name_server=ip-address,ip-address,ip-address
search=domain-name,domain-name,domain-name,
domain-name,domain-name,domain-name}

domain_name=domain-name ドメイン名を指定します。

name_server=ip-address DNSサーバーの IPアドレスを指定します。
name_serverキーワードの値として、最大 3個の IP
アドレスを指定できます。

search=domain-name (省略可能)ネームサービス情報の検索ドメインを追加
するときに指定します。検索ドメイン名は最大 6個指
定できます。各検索エントリの長さは、250文字以下
でなければなりません。
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例 6–3 name_serviceキーワードを使用して DNSサーバーを指定する

次の例では、ドメイン名 west.example.comの DNSサーバーを指定しています。
このサーバーの IPアドレスは、10.0.1.10および 10.0.1.20です。example.comおよ
び east.example.comが、ネームサービス情報の検索ドメインとして追加されてい
ます。

name_service=DNS {domain_name=west.example.com
name_server=10.0.1.10,10.0.1.20

search=example.com,east.example.com}

DNSネームサービスの詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

LDAP用の name_serviceキーワードの構文

LDAPを使用するようシステムを構成するには、次の構文を使用します。

name_service=LDAP {domain_name=domain_name
profile=profile_name profile_server=ip_address
proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password}

domain_name LDAPサーバーのドメイン名を指定します。

profile_name システムの構成に使用する LDAPプロファイルの名前を指定しま
す。

ip_address LDAPプロファイルサーバーの IPアドレスを指定します。

proxy_bind_dn (省略可能)プロキシバインド識別名を指定します。proxy_bind_dnの
値は、二重引用符で囲む必要があります。

password (省略可能)クライアントのプロキシパスワードを指定します。

例 6–4 name_serviceキーワードを使用して LDAPサーバーを指定する

次の例では、次の構成情報を使用して LDAPサーバーを指定しています。

� ドメイン名は west.example.comです。

� defaultという名前の LDAPプロファイルを使用して、システムが構成されま
す。

� LDAPサーバーの IPアドレスは 172.31.2.1です。

� プロキシバインド識別名には、次の情報が設定されます。

� エントリの共通名は proxyagentです。

� 組織単位は profileです。

� このプロキシドメインには、west、example、および comドメイン構成要素
が構成されます。

� プロキシパスワードは passwordです。
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例 6–4 name_serviceキーワードを使用して LDAPサーバーを指定する (続き)

name_service=LDAP {domain_name=west.example.com
profile=default
profile_server=172.31.2.1
proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
dc=west,dc=example,dc=com"

proxy_password=password}

LDAPの使用方法の詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

network_interfaceキーワード
次の作業を実行するには、network_interfaceキーワードを使用します。

� ホスト名を指定する
� IPアドレスを指定する
� ネットマスク値を指定する
� DHCPを使用してネットワークインタフェースを構成する
� ネットワークインタフェース上で IPv6を有効にする

次の各節では、network_interfaceキーワードを使用してシステムインタフェース
を構成する方法について説明します。

ネットワークに接続しないシステム用の構文

システムのネットワーク接続をオフにするには、network_interface値に noneを
設定します。次に例を示します。

network_interface=none

1つのインタフェースを構成するための構文

network_interfaceキーワードを使用して 1つのインタフェースを構成するときに
は、次の方法を使用します。

� DHCPを使用する場合 –ネットワーク上の DHCPサーバーを使用して、ネット
ワークインタフェースを構成できます。インストール時に DHCPサーバーを使用
する方法の詳細は、108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前
設定 (作業)」を参照してください。

DHCPサーバーを使用してシステム上に 1つのインタフェースを構成する場合
は、network_interfaceキーワードに次の構文を使用します。

network_interface=PRIMARY
{dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}
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または

network_interface=value
{dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}

PRIMARY システム上に存在するインタフェースのうち、最
初に稼働する非ループバックインタフェースを構
成するように指定します。順序は、ifconfigコ
マンドの表示どおりです。稼働しているインタ
フェースが存在しない場合には、最初の非ループ
バックインタフェースが使用されます。非ループ
バックインタフェースが見つからない場合は、シ
ステムはネットワーク接続されません。

value hme0や eri1など、特定のインタフェースを構成
するように指定します。

protocol_ipv6=yes-or-no IPv6を使用してシステムを構成するかどうかを指
定します。

WANブートインストールの場合には、この値を
protocol_ipv6=noと設定する必要がありま
す。

� DHCPを使用しない場合 – DHCPを使用しないでネットワークインタフェースを
構成する場合には、構成情報を sysidcfgファイルに指定できます。DHCPを使
用しないでシステム上に 1つのインタフェースを構成する場合は、次の構文を使用
します。

network_interface=PRIMARY
{hostname=host_name
default_route=ip_address
ip_address=ip_address
netmask=netmask
protocol_ipv6=yes_or_no}

または

network_interface=value
{hostname=host_name
default_route=ip_address
ip_address=ip_address
netmask=netmask
protocol_ipv6=yes_or_no}

PRIMARY
システム上に存在するインタフェースのうち、最初に稼働する非ループバック
インタフェースを構成するように指定します。順序は、ifconfigコマンドの
表示どおりです。稼働しているインタフェースが存在しない場合には、最初の
非ループバックインタフェースが使用されます。非ループバックインタフェー
スが見つからない場合は、システムはネットワーク接続されません。
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注 –複数のインタフェースを構成する場合は、PRIMARYキーワード値を使用し
ないでください。

value
hme0や eri1など、特定のインタフェースを構成するように指定します。

hostname=host_name
(省略可能)システムのホスト名を指定します。

default_route=ip_addressまたは default_route=NONE
(省略可能)デフォルトルーターの IPアドレスを指定します。ICMPルーター発
見プロトコルを使用してルーターを自動的に検出する場合には、このキーワー
ドを省略してください。

注 –インストール時にルーターを自動的に検出できない場合、ルーター情報の入
力を求めるメッセージが表示されます。

ip_address=ip_address
(省略可能)システムの IPアドレスを指定します。

netmask=netmask
(省略可能)システムのネットマスク値を指定します。

protocol_ipv6=yes_or_no
(省略可能) IPv6を使用してシステムを構成するかどうかを指定します。

注 –カスタム JumpStartを使用して自動インストールを実行する場合は、
protocol_ipv6キーワードに値を指定する必要があります。

WANブートインストールの場合には、この値を protocol_ipv6=noと設定
する必要があります。

必要に応じて、hostname、ip_address、netmaskキーワードのいずれかを組
み合わせて設定します。あるいは、これらのキーワードをまったく設定しなくても
かまいません。どのキーワードも使用しない場合、中括弧 { }は省略します。

例 6–5 network_interfaceキーワードを使用して、DHCPを使用する 1つのインタ
フェースを構成する

次の例では、DHCPを使用して eri0ネットワークインタフェースが構成されるよう
に指定しています。IPv6サポートは無効になります。

network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
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例 6–6 network_interfaceキーワードに構成情報を指定して 1つのインタフェースを構
成する

次の例では、インタフェース eri0を次の設定で構成しています。

� ホスト名は host1に設定されます。
� IPアドレスは 172.31.88.100に設定されます。
� ネットマスクは 255.255.255.0に設定されます。
� IPv6サポートがインタフェース上で無効になります。

network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}

複数のインタフェースを構成するための構文

sysidcfgファイルでは、複数のネットワークインタフェースを構成できます。構成
するインタフェースごとに、network_interfaceエントリを sysidcfgファイル
に追加します。

network_interfaceキーワードを使用して複数のインタフェースを構成するときに
は、次の方法を使用します。

� DHCPを使用する場合 –ネットワーク上の DHCPサーバーを使用してネットワー
クインタフェースを構成できます。インストール時に DHCPサーバーを使用する
方法の詳細は、108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定
(作業)」を参照してください。

DHCPサーバーを使用してシステム上のインタフェースを構成する場合は、
network_interfaceキーワードに次の構文を使用します。

network_interface=value {primary
dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}

value hme0や eri1など、特定のインタフェースを構成
するように指定します。

primary (省略可能) valueを 1次インタフェースとして指定
します。

protocol_ipv6=yes-or-no IPv6を使用してシステムを構成するかどうかを指
定します。

注 – WANブートインストールの場合には、この値
を protocol_ipv6=noと設定する必要がありま
す。

� DHCPを使用しない場合 – DHCPを使用しないでネットワークインタフェースを
構成する場合には、構成情報を sysidcfgファイルに指定できます。DHCPを使
用しないで複数のインタフェースを構成する場合は、次の構文を使用します。

network_interface=value {primary hostname=host_name
default_route=ip_address
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ip_address=ip_address
netmask=netmask
protocol_ipv6=yes_or_no}

または

network_interface=value {primary hostname=host_name
default_route=NONE
ip_address=ip_address
netmask=netmask
protocol_ipv6=yes_or_no}

value
hme0や eri1など、特定のインタフェースを構成するように指定します。

primary
(省略可能) valueを 1次インタフェースとして指定します。

hostname=host_name
(省略可能)システムのホスト名を指定します。

default_route=ip_addressまたは default_route=NONE
(省略可能)デフォルトルーターの IPアドレスを指定します。ICMPルーター発
見プロトコルを使用してルーターを自動的に検出する場合には、このキーワー
ドを省略してください。

sysidcfgファイルで複数のインタフェースを構成する場合は、静的なデ
フォルトルートを使用しない 2次インタフェースすべてに対して、それぞれ
default_route=NONEを設定してください。

注 –インストール時にルーターを自動的に検出できない場合、ルーター情報の入
力を求めるメッセージが表示されます。

ip_address=ip_address
(省略可能)システムの IPアドレスを指定します。

netmask=netmask
(省略可能)システムのネットマスク値を指定します。

protocol_ipv6=yes_or_no
(省略可能) IPv6を使用してシステムを構成するかどうかを指定します。

注 –カスタム JumpStartを使用して自動インストールを実行する場合は、
protocol_ipv6キーワードに値を指定する必要があります。

WANブートインストールの場合には、この値を protocol_ipv6=noと設定
する必要があります。
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必要に応じて、hostname、ip_address、netmaskキーワードのいずれかを組
み合わせて設定します。あるいは、これらのキーワードをまったく設定しなくても
かまいません。どのキーワードも使用しない場合、中括弧 { }は省略します。

同一の sysidcfgファイル内において、一部のインタフェースだけが DHCPを使用
するように構成し、ほかのインタフェース用には構成情報を直接記述することもでき
ます。

例 6–7 network_interfaceキーワードを使用して複数のインタフェースを構成する

次の例では、ネットワークインタフェース eri0と eri1を次のように構成しています。

� eri0は、DHCPサーバーを使用して構成されます。eri0の IPv6サポートは無効
になります。

� eri1は、1次ネットワークインタフェースです。ホスト名は host1に、IPアドレ
スは 172.31.88.100に、ネットマスクは 255.255.255.0に、それぞれ設定されます。
eri1の IPv6サポートは無効になります。

network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
network_interface=eri1 {primary hostname=host1

ip_address=172.146.88.100
netmask=255.255.255.0

protocol_ipv6=no}

root_passwordキーワード
sysidcfgファイルにシステムの rootパスワードを指定できます。rootパスワードを
指定するには、root_passwordキーワードを次の構文に従って使用します。

root_password=encrypted-password

encrypted-passwordは、/etc/shadowファイルに設定される暗号化パスワードです。

security_policyキーワード
sysidcfgファイルで security_policyキーワードを使用して、Kerberosネット
ワーク認証プロトコルを使用するようにシステムを構成できます。Kerberosを使用す
るようにシステムを構成する場合には、次の構文を使用します。

security_policy=kerberos {default_realm=FQDN
admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}

FQDNには、Kerberosのデフォルトレルム、管理サーバー、または鍵発行センター
(Key Distribution Center, KDC)を、完全指定のドメイン名で指定します。KDCは 1
つ以上指定する必要があります (最大 3つまで指定可能)。

システムのセキュリティーポリシーを設定しない場合は、security_policy=NONE
と設定します。

Kerberosネットワーク認証プロトコルの詳細は、『Solarisのシステム管理 (セキュリ
ティサービス)』を参照してください。

98 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月



例 6–8 security_policyキーワードを使用して、Kerberosを使用するようにシステムを
構成する

次の例では、次の情報を使用して、Kerberosを使用するようにシステムを構成してい
ます。

� Kerberosデフォルトレルムは example.COMです。
� Kerberos管理サーバーは krbadmin.example.COMです。
� KDCは、kdc1.example.COMと kdc2.example.COMの 2つです。

security_policy=kerberos
{default_realm=example.COM
admin_server=krbadmin.example.COM
kdc=kdc1.example.COM,

kdc2.example.COM}

system_localeキーワード
system_localeキーワードを使用して、インストールプログラムおよびデスク
トップの表示言語を指定できます。ロケールを指定するには、次の構文を使用しま
す。

system_locale=locale

localeには、インストールパネルおよび画面を表示する際の使用言語を指定します。有
効なロケール値のリストについては、/usr/lib/localeディレクトリまたは『国際
化対応言語環境の利用ガイド』を参照してください。

terminalキーワード
terminalキーワードを使用して、システムの端末タイプを指定できます。端末タイ
プを指定するには、次の構文を使用します。

terminal=terminal_type

terminal_typeには、システムの端末タイプを指定します。有効な端末値のリストにつ
いては、/usr/share/lib/terminfoディレクトリのサブディレクトリを参照して
ください。

timezoneキーワード
timezoneキーワードを使用して、システムの時間帯を設定できます。次の構文を使
用します。

timezone=timezone

上の例の timezoneには、システムの時間帯値を指定します。
/usr/share/lib/zoneinfoディレクトリにあるファイル名、またはそのサブ
ディレクトリにあるファイル名を、時間帯値として設定できます。timezoneの値は、
/usr/share/lib/zoneinfoディレクトリからの相対パス名です。また、有効な
Olson時間帯も指定できます。
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例 6–9 timezoneキーワードを使用してシステムの時間帯を構成する

次の例では、システムの時間帯を米国の山岳部標準時に設定しています。

timezone=US/Mountain

/usr/share/lib/zoneinfo/US/Mountainの時間帯情報を使用するようにシステ
ムが構成されます。

timeserverキーワード
timeserverキーワードを使用して、インストール先のシステムに日付と時刻を設定
するためのシステムを指定できます。

注 –ネームサービスを実行している場合には、timeserver=hostnameまたは
timeserver=ip-addressと設定しないでください。

timeserverキーワードを設定するときには、次のいずれかの方法を選択します。

� システム自体をタイムサーバーとして構成する場合は、timeserver=localhost
と設定します。localhostを指定した場合は、そのシステムの時刻が正しいもの
と仮定し、時刻が設定されます。

� 別のシステムをタイムサーバーとして指定する場合は、timeserverキーワード
を使用して、タイムサーバーのホスト名または IPアドレスを指定します。次の構
文を使用します。

timeserver=hostname

または

timeserver=ip-address

hostnameは、タイムサーバーシステムのホスト名です。ip-addressには、タイム
サーバーの IPアドレスを指定します。

x86: monitorキーワード
x86システムでは、monitorキーワードを使用してモニター情報を構成できます。
monitorキーワードでは次の構文を使用します。

monitor=monitor_type

monitorキーワードに値を設定するには、インストール先のシステム上で
kdmconfig -d コマンドを実行します。出力結果から monitor キーワードを含む行
をコピーし、この行を sysidcfgファイルに追加します。

詳細は、kdmconfig(1M)のマニュアルページを参照してください。
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x86: keyboardキーワード
x86システムでは、keyboardキーワードを使用してキーボードの言語と配置の情報
を構成できます。keyboardキーワードでは次の構文を使用します。

keyboard=keyboard_language {layout=value}

keyboardキーワードに値を設定するには、インストール先のシステム上で
kdmconfig -d コマンドを実行します。出力結果から keyboard キーワードを含む
行をコピーし、この行を sysidcfgファイルに追加します。

詳細は、kdmconfig(1M)のマニュアルページを参照してください。

x86: displayキーワード
x86システムでは、displayキーワードを使用して次の情報を構成できます。

� グラフィックスカード
� 画面サイズ
� カラー深度
� 表示解像度

displayキーワードでは次の構文を使用します。

display=graphics_card {size=screen_size
depth=color_depth
resolution=screen_resolution}

displayキーワードに適切な値を設定するには、インストール先のシステム上で
kdmconfig -d コマンドを実行します。出力結果から display キーワードを含む行
をコピーし、この行を sysidcfgファイルに追加します。

詳細は、kdmconfig(1M)のマニュアルページを参照してください。

x86: pointerキーワード
x86システムでは、pointerキーワードを使用して次のマウス情報を構成できます。

� ポインティングデバイス
� ボタン数
� IRQレベル

pointerキーワードでは次の構文を使用します。

pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}

pointerキーワードに値を設定するには、インストール先のシステム上で
kdmconfig -d コマンドを実行します。出力結果から pointer キーワードを含む行
をコピーし、この行を sysidcfgファイルに追加します。

詳細は、kdmconfig(1M)のマニュアルページを参照してください。
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� sysidcfg構成ファイルを作成する方法

1. テキストエディタで、sysidcfgという名前のファイルを作成します。

2. 必要な sysidcfgのキーワードを入力します。

3. sysidcfgファイルを保存します。

注 –複数の sysidcfgファイルを作成する場合は、それぞれのファイルを別々の
ディレクトリまたは別々のフロッピーディスクに保存する必要があります。

4. クライアントから次のファイルシステムまたはディレクトリを介して sysidcfg
ファイルにアクセスできるようにします。

� 共有 NFSファイルシステム。ネットワークからインストールできるようにシス
テムを設定するには、add_install_client(1M)に -pオプションを指定し
ます。

� UFSフロッピーディスクまたは PCFSフロッピーディスクのルート(/)ディレ
クトリ。

SPARC: sysidcfgファイル

SPARCベースのシステムで使用される sysidcfgファイルの例を次に示します。こ
のシステムのホスト名、IPアドレス、およびネットマスクは、ネームサービスを編集
することにより、すでに事前設定されています。このファイルにはすべてのシステム
構成情報が事前設定されているので、カスタム JumpStartプロファイルを使ってカス
タム JumpStartインストールを実行できます。

system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com

name_server=nmsvr2(172.31.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=hme0 {hostname=host1

default_route=172.31.88.1
ip_address=172.31.88.210
netmask=255.255.0.0
protocol_ipv6=no}

security_policy=kerberos {default_realm=example.COM
admin_server=krbadmin.example.COM
kdc=kdc1.example.COM,
kdc2.example.COM}

手順

例 6–10
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x86: sysidcfgファイル
一連の x86システムで、キーボード、グラフィックスカード、ポインティングデバイ
スがすべて同じ場合の sysidcfgファイルの例を次に示します。これらのデバイス情
報 (keyboard、display、pointer)は、kdmconfig(1M) -dコマンドを実行して
取得したものです。この例では、Solarisインストールプログラムで使用される言語
(system_locale)を選択するプロンプトがインストール前に表示されます。

keyboard=ATKBD {layout=US-English}
display=ati {size=15-inch}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=timehost1
terminal=ibm-pc
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com

name_server=nmsvr2(172.25.112.3)}
root_password=URFUni9

複数のインタフェースを構成する場合の sysidcfgファイル

次の例に挙げる sysidcfgファイルには、eri0および eri1ネットワークインタフェー
スの構成情報が指定されています。eri0インタフェースは 1次ネットワークインタ
フェースとして構成され、eri1は 2次ネットワークインタフェースとして構成されま
す。

timezone=US/Pacific
system_locale=C
terminal=xterms
timeserver=localhost
network_interface=eri0 {primary

hostname=host1
ip_address=192.168.2.7
netmask=255.255.255.0
protocol_ipv6=no
default_route=192.168.2.1}

network_interface=eri1 {hostname=host1-b
ip_address=192.168.3.8
netmask=255.255.255.0
protocol_ipv6=no
default_route=NONE}

root_password=JE2C35JGZi4B2
security_policy=none
name_service=NIS {domain_name=domain.example.com

name_server=nis-server(192.168.2.200)}

インストールの続行

sysidcfgファイルを使ってネットワーク経由のインストールを行うには、インス
トールサーバーを設定し、システムをインストールクライアントとして追加する必要
があります。詳細は、第 7章を参照してください。

sysidcfgファイルを使ってWANブートインストールを行うには、追加の作業を行
う必要があります。詳細は、第 11章を参照してください。

例 6–11

例 6–12

参考
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sysidcfgファイルを使ってカスタム JumpStartインストールを行うには、プロ
ファイルと rules.okファイルを作成する必要があります。詳細は、『Solaris 10イ
ンストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』の第 5章「カスタム JumpStart (概
要)」を参照してください。

sysidcfgファイルの詳細は、sysidcfg(4)のマニュアルページを参照してくださ
い。

ネームサービスによる事前設定
次の表は、システム構成情報を事前設定するために編集および入力を行う必要がある
ネームサービスデータベースの概要を示したものです。

事前設定するシステム情報 ネームサービスデータベース

ホスト名と IPアドレス hosts

日付と時刻 hosts。インストール対象のシステムに、日付と時刻を提
供するホスト名に続けて timehostという別名を記述しま
す。

時間帯 timezone

ネットマスク netmasks

DNSや LDAPのネームサービスでは、システムのロケールを事前設定することはで
きません。NISや NIS+のネームサービスを使用する場合は、そのネームサービスの
手順に従ってシステムのロケールを事前設定してください。

� 104ページの「NISを使ってロケールを事前設定する方法」
� 106ページの「NIS+を使ってロケールを事前設定する方法」

� NISを使ってロケールを事前設定する方法

1. ネームサーバー上でスーパーユーザーになります。

2. /var/yp/Makefileファイルを編集して、ロケールマップを追加します。

a. 最後の variable.time シェルプロシージャーの後ろに、次のシェルプロシー
ジャーを追加します。

locale.time: $(DIR)/locale
-@if [ -f $(DIR)/locale ]; then \

参照

手順
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sed -e "/^#/d" -e s/#.*$$// $(DIR)/locale \
| awk ’{for (i = 2; i<=NF; i++) print $$i, $$0}’ \
| $(MAKEDBM) - $(YPDBDIR)/$(DOM)/locale.byname; \
touch locale.time; \
echo "updated locale"; \
if [ ! $(NOPUSH) ]; then \

$(YPPUSH) locale.byname; \
echo "pushed locale"; \

else \
: ; \
fi \

else \
echo "couldn’t find $(DIR)/locale"; \

fi

b. 文字列 all:を検索し、変数リストの最後に localeという語を挿入します。

all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \
netgroup bootparams aliases publickey netid netmasks c2secure \
timezone auto.master auto.home locale

c. ファイルの下の方にある同じようなエントリの後に、文字列 locale:
locale.timeを新しい行として挿入します。

passwd: passwd.time
group: group.time
hosts: hosts.time
ethers: ethers.time
networks: networks.time
rpc: rpc.time
services: services.time
protocols: protocols.time
netgroup: netgroup.time
bootparams: bootparams.time
aliases: aliases.time
publickey: publickey.time
netid: netid.time
passwd.adjunct: passwd.adjunct.time
group.adjunct: group.adjunct.time
netmasks: netmasks.time
timezone: timezone.time
auto.master: auto.master.time
auto.home: auto.home.time
locale: locale.time

d. ファイルを保存します。

3. /etc/localeというファイルを作成し、ドメインや特定のシステムごとに 1つず
つエントリを作成します。

locale domain_name

または

locale system_name
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注 –使用できるロケール値のリストについては、『国際化対応言語環境の利用ガイ
ド』を参照してください。

たとえば次の行は、example.comドメインに対してデフォルト言語として日本語
を指定しています。

ja example.com

たとえば次の行は、myhostというシステムに対してデフォルトロケールとして
ja_JP.UTF-8ロケールを指定しています。

ja_JP.UTF-8 myhost

注 –ロケールは、Solaris 10 DVDまたは Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDに入ってい
ます。

4. マップを作成します。

# cd /var/yp; make

これでドメインまたは localeマップで個別に指定したシステムは、デフォルト
のロケールを使用するように設定されました。ここで指定したデフォルトのロケー
ルは、インストール時に使用されるとともに、システムのリブート後のデスク
トップでも使用されます。

インストールの続行

NISネームサービスを使ってネットワーク経由のインストールを行うには、インス
トールサーバーを設定し、システムをインストールクライアントとして追加する必要
があります。詳細は、第 7章を参照してください。

NISネームサービスを使ってカスタム JumpStartインストールを行うには、プロ
ファイルと rules.okファイルを作成する必要があります。詳細は、『Solaris 10イ
ンストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』の第 5章「カスタム JumpStart (概
要)」を参照してください。

NISネームサービスの詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』のパート III「NISの設定と管理」を参照してくだ
さい。

� NIS+を使ってロケールを事前設定する方法
この手順は、NIS+ドメインが設定されていると仮定しています。NIS+ドメインの設
定については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

参考

参照
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1. ネームサーバーに、スーパーユーザーまたは NIS+ adminグループのユーザーと
してログインします。

2. localeテーブルを作成します。

# nistbladm -D access=og=rmcd,nw=r -c locale_tbl name=SI,nogw=
locale=,nogw= comment=,nogw= locale.org_dir.‘nisdefaults -d‘

3. localeに必要なエントリを追加します。

# nistbladm -a name=namelocale=locale comment=comment
locale.org_dir.‘nisdefaults -d‘

name デフォルトのロケールを事前設定するドメイン名または特定のシステ
ム名。

locale システムにインストールし、システムのリブート後にデスクトップ上
で使用するロケール。使用できるロケール値のリストについては、
『国際化対応言語環境の利用ガイド』を参照してください。

comment コメントフィールド。複数の単語を使ったコメントは、前後を二重引
用符で囲んでください。

注 –ロケールは、Solaris 10 DVDまたは Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDに入ってい
ます。

これでドメインまたは localeテーブルで個別に指定したシステムは、デフォル
トはロケールを使用するように設定されました。ここで指定したデフォルトロケー
ルは、インストール時に使用されるとともに、システムのリブート後のデスク
トップでも使用されます。

インストールの続行

NIS+ネームサービスを使ってネットワーク経由のインストールを行うには、インス
トールサーバーを設定し、システムをインストールクライアントとして追加する必要
があります。詳細は、第 7章を参照してください。

NIS+ネームサービスを使ってカスタム JumpStartインストールを行うには、プロ
ファイルと rules.okファイルを作成する必要があります。詳細は、『Solaris 10イ
ンストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』の第 5章「カスタム JumpStart (概
要)」を参照してください。

NIS+ネームサービスの詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : NIS+編)』を参照してください。

手順

参考

参照
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DHCPサービスによるシステム構成情報
の事前設定 (作業)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)を使用すると、TCP/IPネットワーク
内のホストシステムを、ブート時にネットワークに合わせて自動的に構成できます。
DHCPでは、クライアント/サーバーメカニズムが使用されます。サーバーは、クラ
イアントの構成情報を格納、管理し、クライアントの要求に応じてその構成情報を提
供します。構成情報には、クライアントの IPアドレスと、クライアントが使用可能な
ネットワークサービス情報が含まれます。

DHCPの主な利点は、リースを通して IPアドレス割り当てを管理できることです。
リースを使用すると、使用されていない IPアドレスを回収し、ほかのクライアントに
割り当て直すことができます。この機能によって、1つのサイトで使用する IPアドレ
スプールは、すべてのクライアントに常時アドレスを割り当てた場合に比べて、小さ
くなります。

ネットワーク上の一定のクライアントシステムは、DHCPを使用して Solaris OSをイ
ンストールできます。この機能を使用できるのは、Solaris OSがサポートしているす
べての SPARCシステムと、Solaris OSを実行するためのハードウェア要件を満たし
ている x86システムです。

次の作業マップに、クライアントが DHCPを使用してインストールパラメータを取得
するために必要な作業を示します。

表 6–3作業マップ: DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定

作業 説明 参照先

インストールサーバーを設定
する。

Solarisサーバーを設定して、
ネットワークから Solaris OS
をインストールする必要があ
るクライアントをサポートし
ます。

第 7章
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表 6–3作業マップ: DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (続き)
作業 説明 参照先

DHCPを使用してネットワー
ク経由で Solarisをインストー
ルできるようにクライアント
システムを構成します。

add_install_client -d
を使用して、特定のクラスあ
るいはマシンタイプに属する
クライアントや特定のクライ
アント IDに対して、DHCP
ネットワークインストールの
サポートを追加します。

Solaris DVDを使用する場合

148ページの「DVDイメージ
を使用してネットワークから
インストールするシステムの
追加」

Solaris CDを使用する場合

200ページの「CDイメージを
使用してネットワークからイ
ンストールするシステムの追
加」

add_install_client(1M)

DHCPサービスを使用するた
めにネットワークを準備しま
す。

DHCPサーバーをどのように
構成するかを決定します。

『Solarisのシステム管理 (IP
サービス)』の第 13
章「DHCPサービスの使用計
画 (手順)」

DHCPサーバーを構成しま
す。

DHCPマネージャを使用して
DHCPサーバーを構成しま
す。

『Solarisのシステム管理 (IP
サービス)』の第 14
章「DHCPサービスの構成
(手順)」

インストールパラメータ用の
DHCPオプションとそのオプ
ションを含むマクロを作成し
ます。

DHCPマネージャまたは
dhtadmを使用して、DHCP
サーバーがインストール情報
をクライアントに渡すときに
使用できる、新しいベンダー
オプションとマクロを作成し
ます。

109ページの「Solarisインス
トールパラメータ用の DHCP
オプションとマクロの作成」

Solarisインストールパラメータ用の DHCPオプ
ションとマクロの作成
インストールサーバー上で add_install_client -d スクリプトを使用してクライ
アントを追加するとき、そのスクリプトは DHCP構成情報を標準出力にレポートしま
す。この情報は、ネットワークインストール情報をクライアントに伝えるために必要
なオプションとマクロを作成する際に使用できます。

DHCPサービス内のオプションおよびマクロをカスタマイズして、次の種類のインス
トールを実行できます。

� 特定のクラスのインストール - DHCPサービスに、特定のクラスのすべてのクライ
アントのネットワークインストールを行うように指示できます。たとえば、ネット
ワーク上のすべての Sun Bladeシステム上で同じインストールを実行するような
DHCP マクロを定義できます。add_install_client -d コマンドの出力を使用
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して、特定のクラスのインストールを設定します。

� 特定のネットワークのインストール - DHCPサービスに、特定のネットワークのク
ライアントのネットワークインストールを行うように指示できます。たとえば、
192.168.2ネットワークのすべてのシステムが同じインストールを実行するような
DHCPマクロを定義できます。

� 特定のクライアントのインストール - DHCPサービスに、特定の Ethernetアドレ
スのクライアントのネットワークインストールを行うように指示できます。たとえ
ば、Ethernetアドレス 00:07:e9:04:4a:bfのクライアント上でインストールを行うよ
うな DHCP マクロを定義できます。 add_install_client -d -e
ethernet_addressコマンドの出力を使用して、特定のクライアントのインストールを
設定します。

DHCPサーバーを使用してネットワークインストールを行うようにクライアントを設
定する方法については、次の手順を参照してください。

� DVDメディアを使用するネットワークインストールについては、148ページ
の「DVDイメージを使用してネットワークからインストールするシステムの追
加」を参照してください。

� CDメディアを使用するネットワークインストールについては、200ページの「CD
イメージを使用してネットワークからインストールするシステムの追加」を参照し
てください。

DHCPオプションおよびマクロの値
ネットワークから DHCPクライアントに対してインストールを行うには、ベンダーカ
テゴリオプションを作成して、Solaris OSをインストールするために必要な情報を伝
える必要があります。次の表では、DHCPクライアントのインストールに使用できる
一般的な DHCPオプションを説明します。

� Solaris 10 1/06以降のリリースでは、表 6–4に一覧表示されている標準的な DHCP
オプションを使用して、x86システムの構成およびインストールができます。これ
らのオプションはプラットフォーム固有のものではなく、さまざまな x86システム
で Solaris OSをインストールするのに使用できます。DHCPを使用して x86シス
テムに Solaris 10 1/06リリースをインストールするには、これらのオプションを
使用します。標準的なオプションの完全な一覧は、dhcp_inittab(4)を参照し
てください。

� 表 6–5では、Sunクライアントシステムのインストールに使用できるオプションを
示しています。この表のベンダークライアントクラスは、各オプションを使用でき
るクライアントのクラスを表します。SPARCシステムに Solaris 10 OSをインス
トールする場合、または x86システムに Solaris 10 3/05リリースをインストール
する場合は、これらのオプションを使用します。ここに示されているベンダークラ
イアントクラスは単なる例です。ネットワークからインストールする必要がある実
際のクライアントについて、クライアントクラスを指定する必要があります。クラ
イアントのベンダークライアントクラスを調べる方法については、『Solarisのシ
ステム管理 (IPサービス)』の「DHCPオプションを使用した作業 (作業マップ)」
を参照してください。

DHCPオプションの詳細については、『Solarisのシステム管理 (IPサービ
ス)』の「DHCPのオプション」を参照してください。
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表 6–4標準的な DHCPオプションの値

オプション名 コード データ型
データの単位数
(Granularity) 最大値 説明

BootFile なし ASCII 1 1 クライアントのブート
ファイルへのパス

BootSrvA なし IPアドレス 1 1 ブートサーバーの IPアドレ
ス

DNSdmain 15 ASCII 1 0 DNSドメイン名

DNSserv 6 IPアドレス 1 0 DNSネームサーバーの一覧

NISdmain 40 ASCII 1 0 NISドメイン名

NISservs 41 IPアドレス 1 0 NISサーバーの IPアドレス

NIS+dom 64 ASCII 1 0 NIS+ドメイン名

NIS+serv 65 IPアドレス 1 0 NIS+サーバーの IPアドレ
ス

Router 3 IPアドレス 1 0 ネットワークルーターの IP
アドレス

表 6–5 Solarisクライアント用にベンダーカテゴリオプションを作成するための値

名前 コード データ型

データの単位
数
(Granularity) 最大値 ベンダークライアントクラス 説明

次のベンダーカテゴリオプションは、クライアントへの Solarisのインストールを DHCPサーバーでサポートする
ために必須のものです。これらのオプションは、Solarisクライアントの起動スクリプトで使用されます。

注 –ここに示されているベンダークライアントクラスは単なる例です。ネットワークからインストールする必要
がある実際のクライアントについて、クライアントクラスを指定する必要があります。SUNW.i86pcベンダーク
ライアントクラスは、Solaris 10 3/05リリースおよびその互換バージョンに対してのみ有効です。

SrootIP4 2 IPアドレ
ス

1 1 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

ルートサーバーの IPア
ドレス

SrootNM 3 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

ルートサーバーのホスト
名

SrootPTH 4 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

ルートサーバーにあるク
ライアントのルート
ディレクトリへのパス

SinstIP4 10 IPアドレ
ス

1 1 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

JumpStartインストール
サーバーの IPアドレス
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表 6–5 Solarisクライアント用にベンダーカテゴリオプションを作成するための値 (続き)

名前 コード データ型

データの単位
数
(Granularity) 最大値 ベンダークライアントクラス 説明

SinstNM 11 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

インストールサーバーの
ホスト名

SinstPTH 12 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

インストールサーバーに
あるインストールイメー
ジへのパス

次のオプションは、クライアントの起動スクリプトで使用できますが、必須ではありません。

注 –ここに示されているベンダークライアントクラスは単なる例です。ネットワークからインストールする必要
がある実際のクライアントについて、クライアントクラスを指定する必要があります。SUNW.i86pcベンダーク
ライアントクラスは、Solaris 10 3/05リリースおよびその互換バージョンに対してのみ有効です。

SrootOpt 1 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

クライアントのルート
ファイルシステム用の
NFSマウントオプ
ション

SbootFIL 7 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

クライアントのブート
ファイルへのパス

SbootRS 9 数値 2 1 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

カーネルを読み込む際に
スタンドアロンのブート
プログラムが使用する
NFS読み込みサイズ

SsysidCF 13 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

server:/pathという形式で
の、sysidcfgファイル
へのパス

SjumpsCF 14 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

server:/pathという形式で
の、JumpStart構成
ファイルへのパス
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表 6–5 Solarisクライアント用にベンダーカテゴリオプションを作成するための値 (続き)

名前 コード データ型

データの単位
数
(Granularity) 最大値 ベンダークライアントクラス 説明

SbootURI 16 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

スタンドアロンのブート
ファイルへのパスまたは
WANブートファイルへ
のパス。スタンドアロン
のブートファイルの場合
は、次の形式を使用しま
す。

tftp://inetboot.sun4u

WANブートファイルの
場合は、次の形式を使用
します。

http://host.domain/path-to-file

このオプションを使用す
ると、BootFileと
siaddrの設定を無効に
し、スタンドアロンの
ブートファイルを検出さ
せることができます。サ
ポートされているプロト
コルは、tftp (inetboot)
および http (wanboot)
です。たとえば、次の形
式を使用します。
tftp://inetboot.sun4u

SHTTPproxy 17 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

ネットワーク上で使用さ
れているプロキシサー
バーの IPアドレスと
ポート番号。このオプ
ションが必要なのは、ク
ライアントがWANを介
してブートされる場合
で、ローカルネットワー
クでプロキシサーバーが
使用されているときのみ
です。たとえば、次の形
式を使用します。
198.162.10.5:8080

次のオプションは、Solarisクライアントの起動スクリプトで現在は使用されていません。起動スクリプトを編集
する場合だけ、これらのオプションを使用できます。

注 –ここに示されているベンダークライアントクラスは単なる例です。ネットワークからインストールする必要
がある実際のクライアントについて、クライアントクラスを指定する必要があります。SUNW.i86pcベンダーク
ライアントクラスは、Solaris 10 3/05リリースおよびその互換バージョンに対してのみ有効です。
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表 6–5 Solarisクライアント用にベンダーカテゴリオプションを作成するための値 (続き)

名前 コード データ型

データの単位
数
(Granularity) 最大値 ベンダークライアントクラス 説明

SswapIP4 5 IPアドレ
ス

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

スワップサーバーの IP
アドレス

SswapPTH 6 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

スワップサーバーにある
クライアントのスワップ
ファイルへのパス

Stz 8 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

クライアントのタイム
ゾーン

Sterm 15 ASCIIテ
キスト

1 0 SUNW.Sun-Blade-1000、
SUNW.Sun-Fire-880、
SUNW.i86pc

端末タイプ

オプションがすでに作成されていれば、これらのオプションを含んだマクロを作成す
ることができます。次に、クライアントに対する Solarisのインストールをサポートす
るために作成できるマクロの例を示します。

表 6–6ネットワークインストールクライアントをサポートするマクロの例

マクロ名 含まれるオプションとマクロ

Solaris SrootIP4、SrootNM、SinstIP4、SinstNM

sparc SrootPTH、SinstPTH

sun4u Solarisマクロと sparcマクロ

sun4v Solarisマクロと sparcマクロ

i86pc Solarisマクロ、SrootPTH、SinstPTH、SbootFIL

SUNW.i86pc i86pcマクロ

注 – SUNW.i86pcベンダークライアントクラスは、Solaris 10 3/05
リリースおよびその互換バージョンに対してのみ有効です。

SUNW.Sun-Blade-1000 sun4uマクロ、SbootFIL

SUNW.Sun-Fire-880 sun4uマクロ、SbootFIL

PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 BootSrvA、BootFile

xxx.xxx.xxx.xxxネットワークアドレスマクロ BootSrvAオプションは既存のネットワークアドレスマクロに追
加できます。BootSrvAの値は tftbootサーバーを示す必要があ
ります。
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表 6–6ネットワークインストールクライアントをサポートするマクロの例 (続き)
マクロ名 含まれるオプションとマクロ

01client-MAC-addressクライアント固有のマ
クロ (たとえば、010007E9044ABF)

BootSrvA、BootFile

上記の表に示されているマクロ名は、ネットワークからインストールする必要のある
クライアントのベンダークライアントクラスと一致します。これらの名前は、ネット
ワーク上にあるクライアントの例です。クライアントのベンダークライアントクラス
を調べる方法については、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「DHCPオプ
ションを使用した作業 (作業マップ)」を参照してください。

これらのオプションとマクロは、次の方法で作成できます。

� オプションとマクロを DHCPマネージャで作成します。オプションとマクロを
DHCPマネージャで作成する方法については、115ページの「DHCPマネー
ジャを使用したインストールオプションとマクロの作成」を参照してください。

� dhtadmコマンドを使ってオプションとマクロを作成するスクリプトを記述しま
す。これらのオプションとマクロを作成するスクリプトの記述方法については、118
ページの「dhtadmを使用してオプションとマクロを作成するスクリプトの作
成」を参照してください。

特定のクライアントに提供されているベンダーオプションは、オプションコードや長
さの情報も含めて、合計のサイズが 255バイトを超えてはいけません。これは、現在
の Solaris DHCPプロトコルの実装による制限です。一般に、必要最小限のベンダー
情報を伝えるようにしてください。パス名を必要とするオプションには、短いパス名
を使用してください。長いパス名に対してシンボリックリンクを作成すると、短いリ
ンク名を使用できます。

DHCPマネージャを使用したインストールオプションと
マクロの作成
DHCPマネージャを使用して、表 6–5に一覧表示されているオプションおよび表 6–6
に一覧表示されているマクロを作成できます。

� Solarisのインストールをサポートするオプションを作成
する方法 (DHCPマネージャ)
インストール用の DHCPマクロを作成する前に、次の作業を実行してください。

� ネットワークインストールサーバーのインストールクライアントとして、DHCP
を使用してインストールするクライアントを追加します。インストールサーバーに
クライアントを追加する方法については、第 7章を参照してください。

� DHCPサーバーを構成します。DHCPサーバーの構成を完了していない場合は、
『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の第 13章「DHCPサービスの使用計画
(手順)」を参照してください。

始める前に
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1. DHCPサーバーシステム上でスーパーユーザーになります。

2. DHCPマネージャを起動します。

# /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &

「DHCPマネージャ (DHCP Manager)」ウィンドウが表示されます。

3. DHCPマネージャで「オプション (Options)」を選択します。

4. 「編集 (Edit)」メニューから「作成 (Create)」を選択します。

「オプションの作成 (Create Option)」ダイアログボックスが開きます。

5. 最初のオプションのオプション名を入力し、そのオプションに値を入力します。

add_install_clientコマンドの出力結果、表 6–4、および表 6–5を使用して、
作成する必要があるオプションの名前と値を調べます。ベンダークライアントクラ
スは推奨値に過ぎないことに注意してください。DHCPサービスから Solarisイン
ストールパラメータを取得する必要がある実際のクライアントのタイプを示すクラ
スを作成する必要があります。クライアントのベンダークライアントクラスを調べ
る方法については、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「DHCPオプ
ションを使用した作業 (作業マップ)」を参照してください。

6. すべての値を入力したら、「了解 (OK)」をクリックします。

7. 「オプション (Options)」タブで、今作成したオプションを選択します。

8. 「編集 (Edit)」メニューから「複製 (Duplicate)」を選択します。

「オプションの複製 (Duplicate Option)」ダイアログボックスが開きます。

9. 別のオプションの名前を入力し、その他の値を適宜変更します。

コード、データ型、データの単位数、最大値は通常は変更する必要があります。こ
れらの値については、表 6–4および表 6–5を参照してください。

10.すべてのオプションを作成するまで、手順 7から手順 9までを繰り返します。

次の手順の説明に従って、ネットワークインストールクライアントにオプションを
渡すマクロを作成できます。

注 –これらのオプションはすでに Solarisクライアントの /etc/dhcp/inittab
ファイルに含まれているので、わざわざ追加する必要はありません。

� Solarisのインストールをサポートするマクロを作成する
方法 (DHCPマネージャ)
インストール用の DHCPマクロを作成する前に、次の作業を実行してください。

� ネットワークインストールサーバーのインストールクライアントとして、DHCP
を使用してインストールするクライアントを追加します。インストールサーバーに
クライアントを追加する方法については、第 7章を参照してください。

手順

始める前に
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� DHCPサーバーを構成します。DHCPサーバーの構成を完了していない場合は、
『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の第 13章「DHCPサービスの使用計画
(手順)」を参照してください。

� マクロに使用する DHCPオプションを作成します。DHCPオプションを作成する
方法については、115ページの「Solarisのインストールをサポートするオプション
を作成する方法 (DHCPマネージャ)」を参照してください。

1. DHCPマネージャで「マクロ (Macros)」を選択します。

2. 「編集 (Edit)」メニューから「作成 (Create)」を選択します。

「マクロの作成 (Create Macro)」ダイアログボックスが開きます。

3. マクロの名前を入力します。

使用できるマクロ名については、表 6–6を参照してください。

4. 「選択 (Select)」ボタンをクリックします。

「オプションの選択 (Select Option)」ダイアログボックスが開きます。

5. 「カテゴリ (Category)」リストで「ベンダー (Vendor)」を選択します。

作成したベンダーオプションがリストされます。

6. マクロに追加するオプションを選択して、「了解 (OK)」をクリックします。

7. オプションの値を入力します。

オプションのデータ型については表 6–4および表 6–5を参照してください。
add_install_client -d の報告も参照してください。

8. すべてのオプションを追加するまで、手順 6から手順 7までを繰り返します。

別のマクロを追加するには、オプション名に Includeと入力し、オプション値に
そのマクロ名を入力します。

9. マクロが完成したら、「了解 (OK)」をクリックします。

インストールの続行

DHCPを使ってネットワーク経由のインストールを行うには、インストールサーバー
を設定し、システムをインストールクライアントとして追加する必要があります。詳
細は、第 7章を参照してください。

DHCPを使ってWANブートインストールを行うには、追加の作業を行う必要があり
ます。詳細は、第 11章を参照してください。

DHCPを使ってカスタム JumpStartインストールを行うには、プロファイルと
rules.okファイルを作成する必要があります。詳細は、『Solaris 10インストール
ガイド (カスタム JumpStart/上級編)』の第 5章「カスタム JumpStart (概要)」を参照
してください。

手順

参考
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DHCPの詳細は、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』のパート III「DHCP」を
参照してください。

dhtadmを使用してオプションとマクロを作成するスクリ
プトの作成
例 6–13の例を応用して Kornシェルスクリプトを作成し、表 6–4および表 6–5に一覧
表示されているすべてのオプションと、いくつかの便利なマクロを作成できます。引
用符に囲まれたすべての IPアドレスと値を、実際のネットワークの IPアドレス、
サーバー名、およびパスに変更してください。また、Vendor=キーを編集して、使用
するクライアントのクラスを示す必要もあります。add_install_client -d の情
報を使って、スクリプトを変更するために必要なデータを取得します。

例 6–13ネットワークインストールをサポートするスクリプトの例

# Solaris ベンダー固有のオプションを読み込みます。
# Sun-Blade-1000、Sun-Fire-880、および i86 プラットフォームのサポートを開始します。
# SUNW.i86pc オプションは Solaris 10 3/05 リリースにのみ適用されます。
# -A を-M に変更すると、値を追加するのではなく、現在の値に上書きします。
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1’
dhtadm -A -s SrootNM -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0’
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s Stz -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s SbootRS -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1’
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1’
dhtadm -A -s SinstNM -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s Sterm -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s SbootURI -d \
’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0’
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \

参照
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例 6–13ネットワークインストールをサポートするスクリプトの例 (続き)

’Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0’
# 役立つマクロ定義をいくつか読み込みます。
# Solaris 汎用のオプションをすべて、この Solaris というマクロに定義します。
dhtadm -A -m Solaris -d \
’:SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":’
# sparc プラットフォーム固有のオプションをすべて、この sparc というマクロに定義します。
dhtadm -A -m sparc -d \
’:SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":’
# sun4u アーキテクチャー固有のオプションをすべて、この sun4u というマクロに定義します。
# (Solaris マクロと sparc マクロも含む)
dhtadm -A -m sun4u -d ’:Include=Solaris:Include=sparc:’
# Solaris on IA32 プラットフォーム固有のパラメータを、この i86pc というマクロに定義します。
# このマクロは Solaris 10 3/05 リリースにのみ適用されます。
dhtadm -A -m i86pc -d \
’:Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":’
# Solaris on IA32 マシンは、"SUNW.i86pc" クラスによって識別されます。
# このクラスのメンバーとして識別されるクライアントはすべて、
# SUNW.i86pc というマクロ内のパラメータを認識できます。このマクロには、i86pc マクロが含まれています。
# このクラスは Solaris 10 3/05 リリースにのみ適用されます。
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ’:Include=i86pc:’
# Sun-Blade-1000 プラットフォームは、
# "SUNW.Sun-Blade-1000" クラスの一部として識別されます。
# このクラスのメンバーとして識別されるクライアントはすべて、
# これらのパラメータを認識できます。
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
’:SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:’
# Sun-Fire-880 プラットフォームは、"SUNW.Sun-Fire-880" クラスの一部として識別されます。
# このクラスのメンバーとして識別されるクライアントはすべて、これらのパラメータを認識できます。
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
’:SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:’
# DHCP サーバーで管理されるトポロジーについて、各ネットワークマクロにブートサーバー IP を追加します。
# ブートサーバーは DHCP サーバーと同じマシンで実行されています。
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
# ホスト名がクライアントに返されるようにします。
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# ブートサーバーからブートする PXE クライアント用のマクロを作成します。
# このマクロは Solaris 10 3/05 リリースに適用されます。
dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \
:BootFile=npb.SUNW.i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# ブートサーバーからブートする PXE クライアント用のマクロを作成します。
# このマクロは Solaris 10 2/06 リリースに適用されます。
dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \
:BootFile=i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# PXE を使用してネットワークからインストールするように
# Ethernet アドレス 00:07:e9:04:4a:bf の x86 ベースのクライアント用のマクロを作成します。
dhtadm -A -m 010007E9044ABF -d :BootFile=010007E9044ABF:BootSrvA=10.21.0.2:
# この MAC アドレスを持つクライアントはディスクレスクライアントです。
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例 6–13ネットワークインストールをサポートするスクリプトの例 (続き)

# インストール用のネットワーク範囲設定ルート設定を、クライアントのルートディレクトリで置き換えます。
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \

’:SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":’

スーパーユーザーになり、dhtadmをバッチモードで実行します。オプションとマク
ロを dhcptabに追加するためのスクリプトの名前を指定します。たとえば、スクリ
プトの名前が netinstalloptionsの場合、次のコマンドを入力します。

# dhtadm -B netinstalloptions

Vendor=文字列に指定されているベンダークライアントクラスを持つクライアント
が、DHCPを使ってネットワーク経由でインストールできるようになります。

dhtadmコマンドの使用方法の詳細については、dhtadm(1M)のマニュアルページを
参照してください。dhcptabファイルの詳細は、dhcptab(4)のマニュアルページ
を参照してください。

SPARC:電源管理情報の事前設定
Solaris OSの電源管理ソフトウェアを使用すると、システムのアイドル状態が 30分間
続いたときに、自動的にシステム状態を保存し電源を切ることができます。EPAの省
電力 (Energy Star)ガイドラインのバージョン 2に準拠したシステム (sun4uシステム
など)に Solaris 10 OSをインストールするときは、デフォルトで電源管理ソフト
ウェアもインストールされます。Solarisインストールプログラムの GUIを使用して
インストールする場合、電源管理ソフトウェアを有効にするか無効にするかの指定を
求められます。Solarisテキストインストーラでは、インストールが完了してシステム
がリブートしたあとに、電源管理ソフトウェアを有効にするか無効にするかの指定を
求められます。

注 –使用するシステムが Energy Starバージョン 3以降に対応している場合、このプ
ロンプトは表示されません。

対話式インストールを実行している場合は、電源管理情報を事前設定してプロンプト
を回避する方法はありません。カスタム JumpStartインストールでは、終了スクリプ
トを使ってシステムに /autoshutdownまたは /noautoshutdownファイルを作成
することで、電源管理情報を事前設定できます。システムのリブート時に、
/autoshutdownは電源管理ソフトウェアを有効にし、/noautoshutdownファイル
は電源管理ソフトウェアを無効にします。

たとえば、終了スクリプトに次の行を入れておくと電源管理ソフトウェアが有効にな
り、システムリブート後にプロンプトが表示されないようにすることができます。
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touch /a/autoshutdown

終了スクリプトの詳細は、『Solaris 10インストールガイド (カスタム JumpStart/上
級編)』の「終了スクリプトの作成」を参照してください。
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パート II
ローカルエリアネットワーク経由のイ
ンストール

このパートでは、ローカルエリアネットワーク (LAN)上にあるシステムのインストー
ルを行う方法について説明します。
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第 7章

ネットワークインストールの準備 (概
要)

この章では、DVDまたは CDメディアからではなくローカルエリアネットワークか
ら Solarisソフトウェアをインストールする場合にネットワークとシステムをどのよう
に設定する必要があるかを説明します。この章では、次のトピックの概要を示しま
す。

� 125ページの「ネットワークインストールの計画」
� 128ページの「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の概
要」

広域ネットワーク経由でクライアントをインストールする方法については、第 11章を
参照してください。

ネットワークインストールの計画
この節では、ネットワークからインストールを行う前に認識しておくべき事柄を説明
します。ネットワークインストールでは、Solaris 10ディスクイメージにアクセスでき
る「インストールサーバー」と呼ばれるシステムから Solarisソフトウェアをインス
トールできます。その場合には、まず Solaris 10 DVDまたは CDメディアの内容をイ
ンストールサーバーのハードディスクにコピーする必要があります。これで、任意の
Solarisインストール方法を使用して Solarisソフトウェアをネットワーク上でインス
トールできます。

ネットワークインストールに必要なサーバー
ネットワーク上で Solaris OSをインストールするには、次のサーバーがネットワーク
上に存在する必要があります。

� インストールサーバー – Solaris 10ディスクイメージ (CDイメージまたは DVDイ
メージ)が格納された、ネットワークに接続されたシステム。このシステムから
ネットワーク上の別のシステムに Solaris 10をインストールできます。インストー
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ルサーバーを作成するには、次のメディアの 1つからイメージをコピーします。

� Solaris 10 DVD
� Solaris 10 SOFTWARE CD

Solaris 10 SOFTWARE CDからイメージをコピーしたあと、インストール要件
に応じて、Solaris 10 LANGUAGES CDのイメージもコピーできます。

単一のインストールサーバーのハードディスクに複数のディスクイメージをコピー
すれば、このサーバーから複数の Solarisリリース用および複数のプラットフォー
ム用のイメージを提供することができます。たとえば、1台のインストールサー
バーに SPARCプラットフォームと x86プラットフォームのディスクイメージを格
納できます。

インストールサーバーの作成についての詳細は、次に示す節のいずれかを参照して
ください。

� 134ページの「SPARC: SPARCまたは x86 DVDメディアを使用して SPARCイ
ンストールサーバーを作成する方法」

� 140ページの「x86: SPARCまたは x86 DVDメディアを使用して x86インス
トールサーバーを作成する方法」

� 172ページの「SPARC: SPARC CDメディアまたは x86 CDメディアを使用して
SPARCインストールサーバーを作成する方法」

� 188ページの「クロスプラットフォームの CDメディアを使用したインストー
ルサーバーの作成」

� ブートサーバー - OSをインストールするため、同一ネットワークサブネット上の
複数のクライアントシステムに対して、ブートに必要な情報を提供するサーバーシ
ステム。ブートサーバーとインストールサーバーは、通常は同じシステムです。た
だし、Solaris 10ソフトウェアをインストールするシステムがインストールサー
バーとは異なるサブネット上に存在する場合で、DHCPを使用していないとき
は、そのサブネットにブートサーバーが必要です。

1台のブートサーバーで、複数のリリースの Solaris 10ブートソフトウェア (異な
るプラットフォームの Solaris 10ブートソフトウェアも含む)を提供できます。た
とえば、SPARCブートサーバーは、SPARCシステムに Solaris 9と Solaris 10の
ブートソフトウェアを提供できます。この SPARCブートサーバーは、x86システ
ムに Solaris 10のブートソフトウェアを提供することもできます。

注 – DHCPを使用する場合は、ブートサーバーを個別に作成する必要はありませ
ん。詳細は、108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定
(作業)」を参照してください。

ブートサーバーの作成についての詳細は、次に示す節のいずれかを参照してくださ
い。

� 146ページの「DVDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作
成」

� 198ページの「CDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作
成」
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� (省略可能) DHCPサーバー – DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)を使
用するサーバー。DHCPは、インストールに必要なネットワークパラメータを提
供します。DHCPサーバーを構成すると、特定のクライアント、特定のネット
ワークのすべてのクライアント、またはクライアントのクラス全体を構成してイン
ストールできます。DHCPを使用する場合は、ブートサーバーを個別に作成する
必要はありません。

インストールサーバーの作成後、add_install_client -dコマンドを使用して
ネットワークにクライアントを追加します。-dオプションを指定すると、DHCP
を使用してネットワーク経由で Solarisインストールできるようにクライアントシ
ステムを設定できます。

インストールパラメータ用の DHCPオプションについては、108ページ
の「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照してくだ
さい。

� (省略可能)ネームサーバー –分散ネットワークデータベース (DNS、NIS、NIS+、
LDAPなど)を管理するシステム。これには、同じネットワーク上のユーザーやほ
かのシステムの情報が含まれています。

ネームサーバーの作成方法については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングと
ディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

注 –インストールサーバーとネームサーバーは、同じシステムであっても別のシス
テムであってもかまいません。

図 7–1は、ネットワークインストールに使用される一般的なサーバー構成を示したも
のです。このネットワーク例には DHCPサーバーは含まれていません。
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図 7–1ネットワークインストールサーバー

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の概要
この節では、Preboot Execution Environment (PXE)の概要を示します。

x86: PXEの概要
PXEネットワークブートは、「ダイレクト」なネットワークブートです。クライアン
トシステム上に、ブートメディアがなくても構いません。PXEでは、DHCPを使用し
てネットワーク経由で x86クライアントをインストールできます。

PXEネットワークブートは、Intelの Preboot Execution Environment (PXE)仕様を実
装しているデバイスでのみ動作します。システムが PXEネットワークブートをサポー
トしているかどうかを判別するには、ハードウェアのマニュアルを参照してくださ
い。
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Solaris 10 3/05以前のリリースでは、システムが PXEをサポートしていない場合は
Solarisブート用フロッピーディスクが使用できます。ブート用フロッピーディスクイ
メージは Solaris 10 SOFTWARE - 2 CD (x86版)に格納されています。Solarisブート
用フロッピーディスクは Solaris 10 2/06リリースでは使用できません。

x86: PXEによるブートに関するガイドライン
PXEを使用してネットワーク経由でブートするには、次のシステムが必要です。

� インストールサーバー
� DHCPサーバー
� PXEをサポートする x86クライアント

PXEを使用してネットワーク経由でクライアントをインストールする準備を行う際、
次の点に注意してください。

� インストールするクライアントシステムがあるサブネット上には、DHCPサー
バーを 1台だけ設定します。PXEネットワークブートは、複数の DHCPサーバー
があるサブネット上では、正常に実行できません。

� 初期バージョンの PXEファームウェアには、さまざまな欠陥のあるものがありま
す。特定の PXEアダプタで問題が発生した場合は、アダプタ製造元のWebサイト
でファームウェアのアップグレード情報を取得してください。詳細については、
elxl(7D)および iprb(7D)のマニュアルページを参照してください。

第 7章 •ネットワークインストールの準備 (概要) 129



130 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月



第 8章

DVDメディアを使用したネットワー
クインストールの準備 (作業)

この章では、Solarisソフトウェアをネットワークからインストールする準備として
DVDメディアを使用してネットワークとシステムを設定する方法を説明します。
ネットワークインストールを使用すると、Solaris 10ディスクイメージにアクセスでき
るシステム (インストールサーバーと呼ばれる)から、ネットワーク上のほかのシステ
ムに Solarisソフトウェアをインストールできます。その場合には、まず Solaris 10
DVDメディアの内容をインストールサーバーのハードディスクにコピーする必要が
あります。これで、任意の Solarisインストール方法を使用して Solarisソフトウェア
をネットワーク上でインストールできます。この章の内容は次のとおりです。

� 132ページの「作業マップ: DVDメディアを使用したネットワークインストールの
準備」

� 133ページの「DVDメディアを使用したインストールサーバーの作成」
� 146ページの「DVDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作
成」

� 148ページの「DVDイメージを使用してネットワークからインストールするシス
テムの追加」

� 155ページの「x86版 Solaris 10 3/05:ブートソフトウェアのフロッピーディスクへ
のコピー」

� 157ページの「DVDイメージを使用した、ネットワークからのブートとインス
トール」
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作業マップ: DVDメディアを使用した
ネットワークインストールの準備
表 8–1作業マップ: DVDメディアを使用したインストールサーバーの設定

作業 説明 参照先

(x86のみ):システム
が PXEをサポートす
ることを確認しま
す。

ネットワーク経由で x86システムをインス
トールする場合、使用しているマシンが
ローカルブートメディアを使用せずに PXE
を使用してブートできることを確認してく
ださい。

使用している x86マシンが PXEをサポート
していない場合は、ローカルの DVDか CD
から、また Solaris 10 3/05リリースでは
ブート用フロッピーディスクからシステム
をブートする必要があります。

ハードウェア製造元のマ
ニュアルかシステムの
BIOSを調べてくださ
い。

インストール方法を
選択します。

Solaris OSは、複数のインストールまたは
アップグレード方法を提供します。インス
トール環境に最も適した方法を選択してく
ださい。

33ページの「Solarisイ
ンストール方法の選択」

システム情報を収集
します。

チェックリストやワークシートを使って、
インストールやアップグレードに必要なす
べての情報を収集します。

第 5章

(省略可能)システム
構成情報を事前設定
します。

インストールやアップグレードの際に情報
を入力する手間を省くために、システム構
成情報を事前に設定しておくことができま
す。

第 6章

インストールサー
バーを作成します。

setup_install_server(1M)コマンドを
使用して Solaris 10 DVDをインストール
サーバーのハードディスクにコピーしま
す。

133ページの「DVDメ
ディアを使用したインス
トールサーバーの作成」

(省略可能)ブート
サーバーを作成しま
す。

インストールサーバーと異なるサブネット
上にあるシステムをネットワークからイン
ストールする場合、システムをブートする
ためのブートサーバーをサブネット上に作
成する必要があります。ブートサーバーを
設定するには、setup_install_server
コマンドを -bオプションを付けて実行しま
す。DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)を使用する場合は、ブートサー
バーは必要ありません。

146ページの「DVDイ
メージを使用したサブ
ネット上でのブートサー
バーの作成」
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表 8–1作業マップ: DVDメディアを使用したインストールサーバーの設定 (続き)
作業 説明 参照先

ネットワークからイ
ンストールするシス
テムを追加します。

add_install_clientコマンドを使用し
て、ネットワークからインストールする各
システムを設定します。インストールする
各システムには、ネットワーク上にあるイ
ンストールサーバー、ブートサーバー、お
よび構成情報を認識させる必要がありま
す。

148ページの「DVDイ
メージを使用してネット
ワークからインストール
するシステムの追加」

(省略可能) DHCP
サーバーを構成しま
す。

DHCPを使用してシステムの構成およびイ
ンストールパラメータの設定を行う場合
は、DHCPサーバーを構成して、インス
トール方法に適したオプションおよびマク
ロを作成します。

注 – PXEを使用してネットワークから x86
システムをインストールする場合は、DHCP
サーバーを構成するか、また Solaris 10 3/05
リリースではブート用フロッピーディスク
を作成する必要があります。

『Solarisのシステム管理
(IPサービス)』の第 13
章「DHCPサービスの使
用計画 (手順)」

108ページの「DHCP
サービスによるシステム
構成情報の事前設定 (作
業)」

x86版 Solaris 10
3/05:ブート用フ
ロッピーディスクを
作成します。

使用しているシステムがネットワークか
ら、またはローカルの CD、DVDからブー
トできない場合は、ブート用フロッピー
ディスクを作成する必要があります。

注 –ブート用フロッピーディスクは、
Solaris 10 1/06リリースには含まれていませ
ん。

155ページの「x86版
Solaris 10 3/05:ブートソ
フトウェアのフロッピー
ディスクへのコピー」

ネットワーク経由で
システムをインス
トールします。

ネットワークからシステムをブートして、
インストールを開始します。

157ページの「DVDイ
メージを使用した、
ネットワークからのブー
トとインストール」

DVDメディアを使用したインストール
サーバーの作成
インストールサーバーには、ネットワーク上でシステムをインストールするために必
要なインストールイメージが含まれます。Solarisソフトウェアをネットワークからイ
ンストールするためには、インストールサーバーを作成する必要があります。ブート
サーバーは必ずしも設定する必要はありません。

� DHCPを使用してインストールパラメータを設定している場合、あるいは、イン
ストールサーバーとクライアントが同じサブネット上にある場合、ブートサーバー
は必要ありません。
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� インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上に存在せず、DHCPを
使用していない場合は、サブネットごとにブートサーバーを作成する必要がありま
す。サブネットごとにインストールサーバーを作成することもできます。しかし、
インストールサーバーはより多くのディスク容量を必要とします。

注 – Solaris DVDメディアを使用して Solaris 7 OSの稼働するシステム上でインストー
ルサーバーを設定する場合、最初に次のパッチのいずれかを適用する必要がありま
す。

� Solaris 7オペレーティング環境 (SPARC版) —パッチ ID 107259-03
� Solaris 7オペレーティング環境 (Intel版) —パッチ ID 107260-03

� SPARC: SPARCまたは x86 DVDメディアを使用し
て SPARCインストールサーバーを作成する方法

注 – SPARC: Solaris 2.3以前にリリースされた SunOSバージョンを使用するシステム
は使用できません。

注 –この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定してい
ます。ボリュームマネージャーを使用せずにリムーバブルメディアを管理する方法に
ついては、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してくだ
さい。

1. インストールサーバーとして使用する SPARCシステムでスーパーユーザーになり
ます。

このシステムには DVD-ROMドライブが必要です。さらに、システムは、このサ
イトのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。
ネームサービスを使用する場合、システムはすでに NIS、NIS+、DNS、または
LDAPのいずれかのサービスに登録されている必要があります。ネームサービスを
使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があ
ります。

2. SPARCシステムのドライブに Solaris 10 DVDを挿入します。

3. DVDイメージをコピーするディレクトリを作成します。

# mkdir -p install_dir_path

4. マウントされたディスクの Toolsディレクトリに移動します。

� SPARC DVDメディアの場合、次のように入力します。

手順
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# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools

� x86 DVDメディアの場合、次のように入力します。

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools

上の例では、cdrom0は、Solaris OSの DVDメディアが入っているドライブへの
パスです。

5. ドライブ内の DVDイメージをインストールサーバーのハードディスクにコピーし
ます。

# ./setup_install_server install_dir_path

install_dir_path DVDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

注 – setup_install_serverコマンドは、Solaris 10 SOFTWAREのディスクイ
メージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できる
ディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。

6. ほかのシステムがインストールサーバーをマウントできるように設定する必要があ
るかどうかを判断します。

� インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム)が同じ
サブネット上にある場合、あるいは、DHCPを使用している場合、ブートサー
バーを作成する必要はありません。手順 7に進みます。

� インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在
せず、DHCPを使用していない場合は、次の手順を実行してください。

a. インストールサーバーのイメージへのパスが適切に共有されていることを確
認します。

# share | grep install_dir_path

install_dir_path DVDイメージがコピーされているインス
トールイメージへのパスを指定します。

� インストールサーバーのディレクトリへのパスが表示されて、anon=0が
オプションに表示される場合、手順 7に進みます。

� インストールサーバーのディレクトリのパスが表示されないか、オプ
ション内に anon=0と示されない場合は、次の作業へ進みます。

b. 次のエントリを /etc/dfs/dfstabファイルに追加し、ブートサーバーか
らインストールサーバーが利用できるように設定します。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path

c. nfsdデーモンが動作していることを確認します。
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� インストールサーバーで Solaris 10 OSまたはその互換バージョンが実行
されている場合は、次のコマンドを入力します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default

nfsdデーモンが稼働している場合は、手順 dに進みます。nfsdデーモ
ンが稼働していない場合は、このデーモンを起動します。

# svcadm enable svc:/network/nfs/server

� インストールサーバーで Solaris 9 OSまたはその互換バージョンが実行
されている場合は、次のコマンドを入力します。

# ps -ef | grep nfsd

nfsdデーモンが稼働している場合は、手順 dに進みます。nfsdデーモ
ンが稼働していない場合は、このデーモンを起動します。

# /etc/init.d/nfs.server start

d. インストールサーバーを共有します。

# shareall

7. ルート (/)ディレクトリへ移動します。

# cd /

8. Solaris 10 DVDを取り出します。

9. (省略可能) setup_install_serverによって作成されたネットインストールイ
メージ上のミニルート内のファイルにパッチを適用します。ブートイメージに問題
がある場合は、ファイルにパッチを適用する必要があります。

� SPARC版 Solaris 10リリースおよび x86版 Solaris 10 3/05リリースでは、
patchadd -C コマンドを使用してミニルート内のファイルにパッチを適用しま
す。

# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id

install_dir_path ネットワークインストールのミニルートのパスを指定しま
す。

path-to-patch たとえば /var/sadm/spoolのように、追加するパッチの
パスを指定します。

patch-id 適用するパッチ IDを指定します。

注意 – patchadd -Cを使用する前には必ず、パッチの READMEを読むか、ご購
入先におたずねください。
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� x86版 Solaris 10 1/06以降のリリースでは、次の手順に従って x86ネットワー
クインストールのミニルートにパッチを適用します。

注 –次の手順では、ネットワーク上に x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行さ
れているシステムがあり、そのシステムにネットワークを経由してアクセスで
きると仮定しています。

a. x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されているシステムに、スーパーユー
ザーとしてログインします。

b. 手順 5で作成したインストールイメージの Toolsディレクトリに移動しま
す。

# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools

install-server-path たとえば /net/installserver-1のように、ネット
ワーク上のインストールサーバーシステムへのパスを指
定します。

c. 新しいインストールイメージを作成し、そのイメージを x86版 Solaris 10
1/06リリースが実行されているシステムに置きます。

# ./setup_install_server remote_install_dir_path

remote_install_dir_path 新しいインストールイメージを作成する、x86版
Solaris 10 1/06システム上のパスを指定します。

このコマンドにより、x86版 Solaris 10 1/06システム上に新しいインストー
ルイメージが作成されます。このイメージにパッチを適用するには、x86版
Solaris 10 1/06リリースが実行されているシステム上に、このイメージを一
時的に置く必要があります。

d. x86版 Solaris 10 1/06システム上で、ネットワークインストールのブート
アーカイブを展開します。

# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
destination_dir

remote_install_dir_path x86版 Solaris 10 1/06システム上の x86ネット
ワークインストールイメージへのパスを指定しま
す。

destination_dir 展開されたブートアーカイブを含むためのディレ
クトリへのパスを指定します。

e. x86版 Solaris 10 1/06システム上で、展開されたブートアーカイブにパッチ
を適用します。

# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
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path-to-patch たとえば /var/sadm/spoolのように、追加するパッチの
パスを指定します。

patch-id 適用するパッチ IDを指定します。

patchadd -M コマンドを使用すると、複数のパッチを指定
できます。詳細は、patchadd(1M)を参照してください。

注意 – patchadd -Cコマンドを使用する前には必ず、パッチの READMEを
読むか、ご購入先におたずねください。

f. x86版 Solaris 10 1/06システム上で、x86ブートアーカイブを圧縮します。

# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
remote_install_dir_path

g. パッチを適用したミニルートを、インストールサーバー上のインストールイ
メージにコピーします。

# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot

10.ブートサーバーを作成する必要があるかどうかを判断します。

� DHCPを使用しているか、あるいはインストール対象のシステムと同じサブ
ネット上にインストールサーバーが存在する場合は、ブートサーバーを作成する
必要はありません。148ページの「DVDイメージを使用してネットワークから
インストールするシステムの追加」に進みます。

� DHCPを使用しておらず、インストールサーバーとクライアントが異なるサブ
ネット上にある場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。146ページ
の「DVDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」に進み
ます。

SPARC: SPARC DVDを使用した SPARCインストールサーバーの作
成

次の例は、インストールサーバーの /export/home/dvdsparcディレクトリに
Solaris 10 DVDをコピーしてインストールサーバーを作成する方法を示しています。
この例では、インストールサーバーで Solaris 10 OSが実行されていると仮定します。

# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc

別のブートサーバーが必要な場合、次のコマンドを入力します。

次のパスを /etc/dfs/dfstabファイルに追加します。

例 8–1
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share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc

nfsdデーモンが稼働しているかどうかを確認します。nfsdデーモンが稼働していな
い場合、このデーモンを起動して共有します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
# cd /

x86: x86 DVDを使用した SPARCインストールサーバーの作成

次の例は、インストールサーバーの /export/home/dvdx86ディレクトリに Solaris
10 DVDをコピーしてインストールサーバーを作成する方法を示しています。この例
では、インストールサーバーで Solaris 10 OSが実行されていると仮定します。

# mkdir -p /export/home/dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86

次のパスを /etc/dfs/dfstabファイルに追加します。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86

nfsdデーモンが稼働しているかどうかを確認します。nfsdデーモンが稼働していな
い場合、このデーモンを起動して共有します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
# cd /

インストールの続行

インストールサーバーを設定したあと、クライアントをインストールクライアントと
して追加する必要があります。ネットワーク経由でインストールするクライアントシ
ステムの追加方法については、149ページの「add_install_clientを実行して
ネットワークからインストールするシステムを追加する方法 (DVD)」を参照してくだ
さい。

DHCPを使用しておらず、クライアントシステムがインストールサーバーとは異なる
サブネット上にある場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。詳細は、146
ページの「DVDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参
照してください。

setup_install_serverコマンドおよび add_to_install_serverコマンドの詳
細については、install_scripts(1M)を参照してください。

例 8–2

参考

参照
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� x86: SPARCまたは x86 DVDメディアを使用して
x86インストールサーバーを作成する方法

注 –この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定してい
ます。ボリュームマネージャーを使用せずにリムーバブルメディアを管理する方法に
ついては、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してくだ
さい。

1. インストールサーバーとして使用する x86システムでスーパーユーザーになりま
す。

このシステムには DVD-ROMドライブが必要です。さらに、システムは、このサ
イトのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。
ネームサービスを使用する場合、システムのネームサービスは、NIS、NIS+、
DNS、LDAPのいずれかでなければなりません。ネームサービスを使用しない場
合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。

2. システムのドライブに Solaris 10 DVDを挿入します。

3. ブートイメージをコピーするディレクトリを作成します。

# mkdir -p install_dir_path

install_dir_path DVDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

4. マウントされたディスクの Toolsディレクトリに移動します。

� x86版 Solaris 10 3/05リリースの場合、次のように入力します。

# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools

� x86版 Solaris 10 1/06以降のリリースの場合、次のように入力します。

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools

� SPARC DVDメディアの場合、次のように入力します。

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools

上の例では、cdrom0は、Solaris OSの DVDメディアが入っているドライブへの
パスです。

5. setup_install_serverコマンドを使用して、ドライブ内のディスクをインス
トールサーバーのハードディスクにコピーします。

# ./setup_install_server install_dir_path

install_dir_path DVDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

手順
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注 – setup_install_serverコマンドは、Solaris 10 SOFTWAREのディスクイ
メージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できる
ディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。

6. ほかのシステムがインストールサーバーをマウントできるように設定する必要があ
るかどうかを判断します。

� インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム)が同じ
サブネット上にある場合、あるいは、DHCPを使用している場合、ブートサー
バーを作成する必要はありません。手順 7に進みます。

� インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在
せず、DHCPを使用していない場合は、次の手順を実行してください。

a. インストールサーバーのイメージへのパスが適切に共有されていることを確
認します。

# share | grep install_dir_path

install_dir_path DVDイメージがコピーされているインストールイメージ
を指定します。

� インストールサーバーのディレクトリへのパスが表示されて、anon=0が
オプションに表示される場合、手順 7に進みます。

� インストールサーバーのディレクトリのパスが表示されないか、オプ
ション内に anon=0と示されない場合は、次の作業へ進みます。

b. 次のエントリを /etc/dfs/dfstabファイルに追加し、ブートサーバーか
らインストールサーバーが利用できるように設定します。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path

c. nfsdデーモンが動作していることを確認します。

� インストールサーバーで Solaris 10 OSまたはその互換バージョンが実行
されている場合は、次のコマンドを入力します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default

nfsdデーモンが稼働している場合は、手順 dに進みます。nfsdデーモ
ンが稼働していない場合は、このデーモンを起動します。

# svcadm enable svc:/network/nfs/server

� インストールサーバーで Solaris 9 OSまたはその互換バージョンが実行
されている場合は、次のコマンドを入力します。

# ps -ef | grep nfsd
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nfsdデーモンが稼働している場合は、手順 dに進みます。nfsdデーモ
ンが稼働していない場合は、このデーモンを起動します。

# /etc/init.d/nfs.server start

d. インストールサーバーを共有します。

# shareall

7. ルート (/)ディレクトリへ移動します。

# cd /

8. Solaris 10 DVDを取り出します。

9. (省略可能) setup_install_serverによって作成されたネットインストールイ
メージ上のミニルート内のファイルにパッチを適用します。

� SPARC版 Solaris 10リリースおよび x86版 Solaris 10 3/05リリースでは、
patchadd -C コマンドを使用してミニルート内のファイルにパッチを適用しま
す。

# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id

install_dir_path ネットワークインストールのミニルートのパスを指定しま
す。

path-to-patch たとえば /var/sadm/spoolのように、追加するパッチの
パスを指定します。

patch-id 適用するパッチ IDを指定します。

注意 – patchadd -Cを使用する前には必ず、パッチの READMEを読むか、ご購
入先におたずねください。

� x86版 Solaris 10 1/06以降のリリースでは、次の手順に従って x86ネットワー
クインストールのミニルートにパッチを適用します。

a. インストールサーバーで x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されていない
場合は、 x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されているネットワーク上の
別のシステムに、スーパーユーザーとしてログインします。

x86版 Solaris 10 1/06のミニルートにパッチを適用するには、使用している
システムで x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されている必要がありま
す。

インストールサーバーで x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されている場
合は、手順 dに進んでください。
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b. 手順 5で作成したインストールイメージの Toolsディレクトリに移動しま
す。

# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools

install-server-path たとえば /net/installserver-1のように、ネット
ワーク上のインストールサーバーシステムへのパスを指
定します。

c. 新しいインストールイメージを作成し、そのイメージを x86版 Solaris 10
1/06リリースが実行されているシステム上に置きます。

# ./setup_install_server remote_install_dir_path

remote_install_dir_path 新しいインストールイメージを作成する、x86版
Solaris 10 1/06システム上のパスを指定します。

このコマンドにより、 x86版 Solaris 10 1/06システム上に新しいインストー
ルイメージが作成されます。このイメージにパッチを適用するには、x86版
Solaris 10 1/06リリースが実行されているシステム上に、このイメージを一
時的に置く必要があります。

d. ネットワークインストールのブートアーカイブを展開します。

# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \
destination_dir

install_dir_path x86ネットワークインストールイメージへのパスを指定し
ます。手順 cで新しいインストールイメージを作成してい
る場合は、x86版 Solaris 10 1/06システム上のその新しい
イメージへのパスを指定します。

destination_dir 展開されたブートアーカイブを含むためのディレクトリへ
のパスを指定します。

e. 展開されたブートアーカイブにパッチを適用します。

# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id

path-to-patch たとえば /var/sadm/spoolのように、追加するパッチの
パスを指定します。

patch-id 適用するパッチ IDを指定します。

patchadd -M コマンドを使用すると、複数のパッチを指定
できます。詳細は、patchadd(1M)を参照してください。

注意 – patchadd -Cコマンドを使用する前には必ず、パッチの READMEを
読むか、ご購入先におたずねください。
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f. x86ブートアーカイブを圧縮します。

# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
install_dir_path

g. 必要に応じて、パッチを適用したミニルートを、インストールサーバー上の
インストールイメージにコピーします。

リモートの x86版 Solaris 10 1/06システム上のミニルートにパッチを適用し
た場合は、パッチを適用したそのミニルートをインストールサーバーにコ
ピーする必要があります。

# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot

10.ブートサーバーを作成する必要があるかどうかを判断します。

� インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム)が同じ
サブネット上にある場合、あるいは、DHCPを使用している場合、ブートサー
バーを作成する必要はありません。148ページの「DVDイメージを使用して
ネットワークからインストールするシステムの追加」を参照してください。

� インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在せ
ず、DHCPを使用していない場合は、ブートサーバーを作成する必要がありま
す。ブートサーバーの作成方法については、146ページの「DVDイメージを使
用したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照してください。

x86: x86 DVDを使用した x86インストールサーバーの作成

次の例は、インストールサーバーの /export/home/dvdx86ディレクトリに Solaris
10 Operating System DVD (x86版)をコピーして x86インストールサーバーを作成す
る方法を示しています。この例では、インストールサーバーで Solaris 10 OSが実行さ
れていると仮定します。

次のコマンドセットのうちのいずれかを選択してインストールサーバーを設定しま
す。

� Solaris 10 3/05リリースの場合は、次のコマンドを入力します。

# mkdir -p /export/home/dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86

� Solaris 10 1/06以降のリリースの場合は、次のコマンドを入力します。

# mkdir -p /export/home/dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86

次のパスを /etc/dfs/dfstabファイルに追加します。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86

例 8–3
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nfsdデーモンが稼働しているかどうかを確認します。nfsdデーモンが稼働していな
い場合、このデーモンを起動して共有します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
# cd /

SPARC DVDを使用した x86インストールサーバーの作成

次の例は、インストールサーバーの /export/home/dvdsparcディレクトリに
Solaris 10 Operating System DVD (SPARC版)をコピーして x86インストールサー
バーを作成する方法を示しています。この例では、インストールサーバーで Solaris 10
OSが実行されていると仮定します。

# mkdir -p /export/home/dvdscparc
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc

次のパスを /etc/dfs/dfstabファイルに追加します。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc

nfsdデーモンが稼働しているかどうかを確認します。nfsdデーモンが稼働していな
い場合、このデーモンを起動して共有します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
# cd /

インストールの続行

インストールサーバーを設定したあと、クライアントをインストールクライアントと
して追加する必要があります。ネットワーク経由でインストールするクライアントシ
ステムの追加方法については、149ページの「add_install_clientを実行して
ネットワークからインストールするシステムを追加する方法 (DVD)」を参照してくだ
さい。

DHCPを使用しておらず、クライアントシステムがインストールサーバーとは異なる
サブネット上にある場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。詳細は、198
ページの「CDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照
してください。

setup_install_serverコマンドおよび add_to_install_serverコマンドの詳
細については、install_scripts(1M)を参照してください。

例 8–4

参考

参照
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DVDイメージを使用したサブネット上
でのブートサーバーの作成
Solarisソフトウェアをネットワークからインストールするためには、インストール
サーバーを作成する必要があります。ブートサーバーは必ずしも設定する必要はあり
ません。ブートサーバーには、ネットワーク上でシステムをブートするために必要な
ブートソフトウェアが含まれています。一方、インストールサーバーは Solarisソフト
ウェアのインストールを行います。

� DHCPを使用してインストールパラメータを設定している場合、あるいは、イン
ストールサーバーとクライアントが同じサブネット上にある場合、ブートサーバー
は必要ありません。148ページの「DVDイメージを使用してネットワークからイ
ンストールするシステムの追加」に進みます。

� インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上に存在せず、DHCPを
使用していない場合は、サブネットごとにブートサーバーを作成する必要がありま
す。サブネットごとにインストールサーバーを作成することもできますが、インス
トールサーバーはより多くのディスク容量を必要とします。

� DVDイメージを使用してサブネット上にブート
サーバーを作成する方法

1. サブネット内でブートサーバーとして使用するシステムにログインし、スーパー
ユーザーになります。

システムはリモートの Solaris 10ディスクイメージ (通常は、インストールサー
バー)にアクセスできる必要があります。ネームサービスを使用する場合、システ
ムはすでにネームサービスに登録されている必要があります。ネームサービスを使
用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があり
ます。

2. インストールサーバーから Solaris 10 DVDをマウントします。

# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt

server_name: path インストールサーバー名とディスクイ
メージの絶対パスを指定します。

3. ブートイメージ用のディレクトリを作成します。

# mkdir -p boot_dir_path

手順
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boot_dir_path ブートソフトウェアをコピーするディレクトリを指定します。

4. Solaris 10 DVDイメージ上の Toolsディレクトリに移動します。

# cd /mnt/Solaris_10/Tools

5. ブートソフトウェアをブートサーバーにコピーします。

# ./setup_install_server -b boot_dir_path

-b システムをブートサーバーとして設定することを示します。

boot_dir_path ブートソフトウェアをコピーするディレクトリを指定します。

注 – setup_install_serverコマンドは、イメージをコピーする十分なディスク
容量があるかどうかを調べます。利用できるディスク容量を調べるには、df -kl
コマンドを使用します。

6. ルート (/)ディレクトリへ移動します。

# cd /

7. インストールイメージをマウント解除します。

# umount /mnt

以上の操作で、ネットワークからインストールするためにシステムを設定する用意
が整いました。148ページの「DVDイメージを使用してネットワークからインス
トールするシステムの追加」を参照してください。

サブネット上でのブートサーバーの作成

次の例は、ブートサーバーをサブネット上に作成する方法を示したものです。これら
のコマンドを実行すると、Solaris 10 DVDイメージのブートソフトウェアが crystal
という名前のシステムのローカルディスク上の /export/home/dvdsparcにコピー
されます。

# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/dvdsparc /mnt
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# cd /mnt/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc
# cd /
# umount /mnt

インストールの続行

ブートサーバーを設定したあと、クライアントをインストールクライアントとして追
加する必要があります。ネットワーク経由でインストールするクライアントシステム
の追加方法については、148ページの「DVDイメージを使用してネットワークからイ
ンストールするシステムの追加」を参照してください。

例 8–5

参考
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setup_install_serverコマンドの詳細は、install_scripts(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

DVDイメージを使用してネットワーク
からインストールするシステムの追加
インストールサーバーとブートサーバー (必要な場合)を作成したあと、ネットワーク
からインストールする各システムを設定する必要があります。インストールする各シ
ステムは、次の各項目にアクセスできる必要があります。

� インストールサーバー

� ブートサーバー (必要な場合)

� sysidcfgファイル (sysidcfgファイルを使用してシステム構成情報を事前設定
する場合)

� ネームサーバー (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事前設定する場合)

� プロファイルサーバー上の JumpStartディレクトリにあるプロファイル (カスタム
JumpStartインストールを使用する場合)

インストールサーバーとクライアントの設定には、add_install_clientを使用し
て次の作業を実行してください。次の手順の例も参照してください。

� DHCPを使用して SPARCクライアントのインストールパラメータを設定する場合
は、例 8–6を参照してください。

� インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上にある場合は、例 8–7を
参照してください。

� インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上になく、かつ、DHCP
を使用していない場合は、例 8–8を参照してください。

� DHCPを使用して x86クライアントのインストールパラメータを設定する場合
は、例 8–9および例 8–10を参照してください。

� x86システムのインストール中に特定のシリアルポートを使用して出力を表示する
場合は、例 8–11を参照してください。

� x86クライアントのインストール時に特定のネットワークインタフェースを使用す
るように設定する場合は、例 8–12を参照してください。

このコマンドで使用できるオプションについての詳細は、
add_install_client(1M)のマニュアルページを参照してください。

参照
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� add_install_clientを実行してネットワーク
からインストールするシステムを追加する方法
(DVD)
インストールサーバーを作成したら、ネットワークからインストールする各システム
を設定する必要があります。

ネットワークからインストールするように x86クライアントを設定するには、次の手
順のように add_install_clientを使用します。

ブートサーバーを使用する場合、インストールサーバーのインストールイメージを共
有していること、および適切なサービスを起動していることを確認します。「SPARC
または x86 DVDメディアを使用して SPARCインストールサーバーを作成する方法」
の手順 6を参照してください。

インストールする各システムは、次の各項目にアクセスできる必要があります。

� インストールサーバー

� ブートサーバー (必要な場合)

� sysidcfgファイル (sysidcfgファイルを使用してシステム構成情報を事前設定
する場合)

� ネームサーバー (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事前設定する場合)

� プロファイルサーバー上の JumpStartディレクトリにあるプロファイル (カスタム
JumpStartインストールを使用する場合)

1. インストールサーバーまたはブートサーバー上でスーパーユーザーになります。

2. NIS、NIS+、DNS、または LDAPのネームサービスを使用する場合、インストー
ルするシステムについての次のような情報がネームサービスに追加されていること
を確認します。

� ホスト名
� IPアドレス
� Ethernetアドレス

ネームサービスの詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

3. インストールサーバーの Solaris 10 DVDイメージ上の Toolsディレクトリに移
動します。

# cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools

始める前に

手順
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install_dir_path Toolsディレクトリのパスを指定します。

4. ネットワークからインストールするシステムを設定します。

# ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \
-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path -p sysid_server:path \
-t boot_image_path -b "boot-property=value" \
-e ethernet_address client_name platform_group

-d
クライアントが DHCPを使用してネットワークインストールパラメータを取得
することを指定します。-dだけを使用した場合、add_install_clientコマ
ンドは、同じクラスに属するすべてのクライアントシステム (たとえばすべての
SPARCクライアントマシン)のインストール情報を設定します。特定のクライ
アントのインストール情報を設定する場合は、-dと -eを併用します。

x86クライアントの場合、このオプションを指定し、PXEネットワークブート
を使用してネットワークからシステムをブートしてください。このオプション
を指定すると、DHCPサーバーに作成する必要のある DHCPオプションの一覧
が出力されます。

DHCPを使用した特定のクラスのインストールの詳細は、109ページ
の「Solarisインストールパラメータ用の DHCPオプションとマクロの作成」を
参照してください。

-s install_server:install_dir_path
インストールサーバーの名前とパスを指定します。

� install_serverは、インストールサーバーのホスト名です。
� install_dir_pathは、Solaris 10 DVDイメージへの絶対パスです。

-c jumpstart_server :jumpstart_dir_path
カスタム JumpStartインストールの JumpStartディレクトリを指定します。
jumpstart_serverには JumpStartディレクトリがあるサーバーのホスト名を指定
します。jumpstart_dir_pathは、JumpStartディレクトリへの絶対パスです。

-p sysid_server :path
システムの構成情報を事前設定するための sysidcfgファイルのパスを指定し
ます。sysid_serverは、このファイルを持っているサーバーの有効なホスト名ま
たは IPアドレスです。pathは、sysidcfgファイルを含むディレクトリの絶対
パスです。

-t boot_image_path
Solaris 10ネットインストールイメージ、CD、または DVD上の Toolsディレ
クトリにあるブートイメージ以外のブートイメージを使用する場合、代替ブー
トイメージへのパスを指定します。

-b “boot-property= value”
x86システムのみ:ネットワークからクライアントをブートするときに使用する
ブートプロパティー変数の値を設定できます。-bオプションは、-eオプ
ションと組み合わせて使用する必要があります。

ブートプロパティーについては、eeprom(1M)のマニュアルページを参照して
ください。
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-e ethernet_address
インストールするクライアントの Ethernetアドレスを指定します。このオプ
ションを指定すると、特定のクライアントが使用するインストール情報 (クライ
アントのブートファイルなど)を設定できます。

Solaris 10 3/05リリースおよびその互換バージョンでは、-eオプションを使用
すると接頭辞 nbp.の付いたブートファイルが作成されます。たとえば、x86
ベースのクライアントに -e 00:07:e9:04:4a:bf を指定した場合、このコマ
ンドによってブートファイル nbp.010007E9044ABF.i86pcが作成されま
す。

x86版 Solaris 10 1/06以降のリリースでは、ブートファイルの名前に接頭辞
nbp.は使用されません。たとえば、x86ベースのクライアントに -e
00:07:e9:04:4a:bfを指定した場合、このコマンドによってブートファイル
010007E9044ABF.i86pcが /tftpbootディレクトリに作成されます。ただ
し、Solaris 10 1/06リリースでは接頭辞 nbp.の付いた従来のブートファイルも
サポートしています。

DHCPを使用した特定のクライアントのインストールの詳細は、109ページ
の「Solarisインストールパラメータ用の DHCPオプションとマクロの作成」を
参照してください。

client_name
ネットワークからインストールするシステムの名前を指定します。この名前は
インストールサーバーのホスト名ではありません。

platform_group
インストールするシステムのプラットフォームグループを指定します。詳細
は、48ページの「プラットフォーム名とプラットフォームグループ」を参照し
てください。

SPARC: DHCPを使用している場合の SPARCインストールサー
バー上の SPARCインストールクライアントの追加方法 (DVD)

次の例では、DHCPを使用してネットワーク上のインストールパラメータを設定して
いるときに、インストールクライアントを追加する方法を説明します。インストール
クライアントは、basilという名前の Ultra™ 5システムです。ファイルシステム
/export/home/dvdsparc/Solaris_10/Toolsには、add_install_clientコ
マンドが入っています。

DHCPを使用してネットワークインストール用のインストールパラメータを設定する
方法については、108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定
(作業)」を参照してください。

sparc_install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u

例 8–6
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インストールサーバーと同じサブネット上にあるインストールクラ
イアントの追加方法 (DVD)
次の例に、インストールサーバーと同じサブネット上にあるインストールクライアン
トを追加する方法を示します。インストールクライアントは、basilという名前の
Ultra 5 システムです。ファイルシステム /export/home/dvdsparc には
add_install_clientコマンドが入っています。

install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u

ブートサーバーへのインストールクライアントの追加方法 (DVD)
次の例に、ブートサーバーにインストールクライアントを追加する方法を示します。
インストールクライアントは、roseという名前の Ultra 5システムです。次のコマン
ドはブートサーバー上で実行します。-sオプションには、
/export/home/dvdsparcに Solaris 10 Operating System DVD (SPARC版)イメー
ジを持っている rosemaryという名前のインストールサーバーを指定しています。

boot_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u

x86版 Solaris 10 3/05: DHCPを使用している場合の x86インストー
ルサーバー上の x86インストールクライアントの追加方法 (DVD)
Solaris 10 3/05リリースでは、DHCPインストールクライアントとして x86システム
を追加する場合に SUNW.i86pcクラス名を指定する必要があります。次の例では、
DHCPを使用してネットワークのインストールパラメータを設定している場合に、
x86インストールクライアントをインストールサーバーに追加する方法を説明しま
す。-dオプションを指定すると、クライアントのネットワークインストールパラメー
タを構成する際に、DHCPプロトコルが使用されます。PXEネットワークブートを使
用する場合には、DHCPプロトコルを使用する必要があります。DHCPクラス名
SUNW.i86pcは、このコマンドが単一のクライアントだけでなく、ネットワーク上の
すべての Solaris x86ブートクライアントに適用されることを意味します。-sオプ
ションには、rosemaryという名前のインストールサーバーからクライアントをイン
ストールすることを指定します。このサーバーは、/export/home/dvdx86に
Solaris 10 Operating System DVD (x86版)イメージを保持しています。

DHCPを使用してネットワークインストール用のインストールパラメータを設定する
方法については、108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定
(作業)」を参照してください。

x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/dvdx86 \
SUNW.i86pc i86pc

x86: DHCPを使用している場合の x86インストールサーバー上の単
一 x86インストールクライアントの追加方法 (DVD)
Solaris 10 1/06以降のリリースの場合、GRUBブートローダーは SUNW.i86pcの
DHCPクラス名は使用しません。次の例では、DHCPを使用してネットワークのイン
ストールパラメータを設定している場合に、x86インストールクライアントをインス

例 8–7

例 8–8

例 8–9

例 8–10
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トールサーバーに追加する方法を説明します。-dオプションを指定すると、クライア
ントのネットワークインストールパラメータを構成する際に、DHCPプロトコルが使
用されます。PXEネットワークブートを使用する場合には、DHCPプロトコルを使用
する必要があります。-eオプションが指定されているので、Ethernetアドレスが
00:07:e9:04:4a:bfと一致するクライアントに対してのみ、インストールが行われま
す。-sオプションには、rosemaryという名前のインストールサーバーからクライ
アントをインストールすることを指定します。このサーバーは、
/export/home/dvdx86に Solaris 10 Operating System DVD (x86版)イメージを保
持しています。

x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/dvdx86 i86pc

このコマンドは、インストールクライアントとして Ethernetアドレス
00:07:e9:04:4a:bfをクライアントに設定します。ブートファイル
010007E9044ABF.i86pcがインストールサーバー上に作成されます。以前のリリー
スでは、このブートファイルは nbp.010007E9044ABF.i86pcと命名されていまし
た。

DHCPを使用してネットワークインストール用のインストールパラメータを設定する
方法については、108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定
(作業)」を参照してください。

x86:ネットワークインストール時に使用するシリアルコンソールの
指定 (DVD)

次の例は、x86インストールクライアントをインストールサーバーに追加して、イン
ストール時に使用するシリアルコンソールを指定する方法を示しています。この例で
は、インストールクライアントは次のように設定されます。

� -dオプションが指定されているので、クライアントは DHCPを使用してインス
トールパラメータを設定します。

� -eオプションが指定されているので、Ethernetアドレスが 00:07:e9:04:4a:bfと一
致するクライアントに対してのみ、インストールが行われます。

� -bオプションが指定されているので、インストールプログラムは入出力デバイス
としてシリアルポート ttyaを使用します。

次のコマンドセットのいずれかを選択してクライアントを追加します。

� Solaris 10 3/05リリースの場合は、次のコマンドを入力します。

install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc

� Solaris 10 1/06以降のリリースの場合は、次のコマンドを入力します。

install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc

例 8–11
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-bオプションで使用可能なブートプロパティー変数の詳細は、eeprom(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

x86版 Solaris 10 3/05:ネットワークインストール時に使用するブー
トデバイスの指定 (DVD)

Solaris 10 3/05リリースでは、x86クライアントシステムのインストール中に使用す
るブートデバイスを指定できます。次の例は、x86インストールクライアントをイン
ストールサーバーに追加して、インストール時に使用するブートデバイスを指定する
方法を示します。インストールクライアントの設定時にブートデバイスを指定する
と、インストール時、Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助)はこの情
報の入力プロンプトを表示しません。

この例では、インストールクライアントは次のように設定されます。

� -dオプションが指定されているので、クライアントは DHCPを使用してインス
トールパラメータを設定します。

� -eオプションが指定されているので、Ethernetアドレスが 00:07:e9:04:4a:bfと一
致するクライアントに対してのみ、インストールが行われます。

� 1番目と 2番目の -bオプションにより、インストールプログラムの入出力デバイ
スがシリアルポート ttyaに設定されます。

� 3番目の -bオプションにより、インストールプログラムがインストール時に特定
のブートデバイスを使用するように設定されます。

注 –ブートデバイスパスの値は、使用するハードウェアによって異なります。

� クライアントは x86システムであるため、プラットフォーム名には i86pcを指定し
ます。

install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc

-bオプションで使用可能なブートプロパティー変数の詳細は、eeprom(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

インストールの続行

DHCPサーバーを使用してネットワーク経由で x86ベースのクライアントをインス
トールする場合は、DHCP サーバーを構成して、add_install_client -d コマン
ドの出力で一覧表示されるオプションおよびマクロを作成します。ネットワークイン
ストールをサポートするように DHCPサーバーを構成する方法については、108ペー
ジの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照してくださ
い。

例 8–12

参考
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x86システム: DHCPサーバーを使用していない場合はローカルの Solaris OS DVDか
CDから、また Solaris 10 3/05リリースではブート用フロッピーディスクからシステ
ムをブートする必要があります。ブート用フロッピーディスクを作成する方法につい
ては、155ページの「x86版 Solaris 10 3/05:ブートソフトウェアのフロッピーディス
クへのコピー」を参照してください。

add_install_clientコマンドの詳細は、install_scripts(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

x86版 Solaris 10 3/05:ブートソフト
ウェアのフロッピーディスクへのコピー
Solaris 10 3/05リリースでは、Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイ
ス構成用補助)を使用してさまざまなハードウェア構成作業およびブート作業を行う
ことができます。Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補
助)イメージは、Solaris 10 Operating System DVD (x86版)または Solaris 10
SOFTWARE - 2 CD (x86版)の Toolsディレクトリ内に存在します。

注 – Solaris 10 1/06以降のリリースでは、Solaris 10 3/05 Device Configuration
Assistant (デバイス構成用補助)は Solaris OSに含まれていません。

次のいずれかの状況では、ブート用フロッピーディスクを作成する必要があります。

� 使用しているクライアントシステムがネットワーク経由のブートをサポートしてい
ない。

� ネットワークインストールをサポートしている DHCPサーバーがネットワークに
存在しない。

次の手順を使用して、ブートイメージを 3.5インチのフロッピーディスクにコピーし
てください。

注 – DVDまたは CDメディアから直接ブートすることも、ネットイメージと PXEを
使用してブートすることも可能です。これらのブート方法の詳細は、128ページ
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の概要」を参照し
てください。

参照
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� x86:ブートソフトウェアをフロッピーディスクに
コピーする方法

注 –この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定してい
ます。ボリュームマネージャーを使用せずにフロッピーディスクおよびほかのディス
クを管理する方法については、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステ
ム)』を参照してください。

1. フロッピーディスクドライブを持つ x86システムに、スーパーユーザーとしてログ
インします。

2. DVD-ROMまたは CD-ROMドライブを備えたシステムの場合、Solaris 10
Operating System DVD (x86版)または Solaris 10 SOFTWARE - 2 CD (x86版)を
ドライブに挿入します。

ボリュームマネージャーによってディスクがマウントされます。

3. ブートイメージが入っているディレクトリに移動します。

� DVDメディアの場合は、次のように入力します。

# cd /cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools

� CDメディアの場合は、次のように入力します。

# cd /cdrom/sol_10_x86/Solaris_10/Tools

4. 空のフロッピーディスクまたは上書き可能なディスクをフロッピーディスクドライ
ブに挿入します。

5. ボリュームマネージャーに対し、新しいメディアをチェックするように指示しま
す。

# volcheck

6. フロッピーディスクをフォーマットします。

注意 –この手順によって、フロッピーディスク上のデータはすべて消去されます。

# fdformat -d -U

7. ファイルをフロッピーディスクにコピーします。

# dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k

8. コマンド行で eject floppy と入力してから、手動でドライブからフロッピー
ディスクを取り出します。

手順
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インストールの続行

Solaris OSをネットワーク経由でインストールする場合は、159ページの「x86版
Solaris 10 3/05:ネットワーク経由でクライアントをブートする方法 (DVD)」を参照し
てください。

DVDイメージを使用した、ネットワー
クからのブートとインストール
システムをインストールクライアントとして追加したら、クライアントに対して
ネットワークからインストールを行うことができます。この節では、次の作業につい
て説明します。

� ネットワーク経由で SPARCシステムのブートおよびインストールを実行する方法
については、157ページの「SPARC:ネットワーク経由でクライアントをブートす
る方法 (DVD)」を参照してください。

� Solaris 10 3/05リリースの場合、ネットワーク経由で x86システムのブートおよび
インストールを実行する方法については、159ページの「x86版 Solaris 10 3/05:
ネットワーク経由でクライアントをブートする方法 (DVD)」を参照してくださ
い。

� Solaris 10 1/06以降のリリースの場合、ネットワーク経由で x86システムのブート
およびインストールを実行する方法については、162ページの「x86: GRUBを使用
してネットワーク経由でクライアントをブートする方法 (DVD)」を参照してくだ
さい。

� SPARC:ネットワーク経由でクライアントをブート
する方法 (DVD)
この手順では、次の作業が完了していることを前提としています。

� インストールサーバーを設定する。DVDメディアからインストールサーバーを作
成する方法については、134ページの「SPARC: SPARCまたは x86 DVDメディア
を使用して SPARCインストールサーバーを作成する方法」を参照してください。

� 必要に応じて、ブートサーバーまたは DHCPサーバーを設定する。インストール
対象であるシステムがインストールサーバーとは異なるサブネット上にある場合
は、ブートサーバーを設定するか、DHCPサーバーを使用する必要があります。
ブートサーバーを設定する方法については、146ページの「DVDイメージを使用
したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照してください。ネットワーク
インストールをサポートするように DHCPサーバーを設定する方法については、
108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照
してください。

参考

始める前に
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� インストールに必要な情報を収集し、事前設定する。この作業は、次の方法のいず
れか 1つ、あるいはいくつかを組み合わせて実行できます。

� 69ページの「インストール用のチェックリスト」を使用して情報を収集する。
� sysidcfgファイルを作成する (sysidcfgファイルを使用してシステム構成
情報を事前設定する場合)。sysidcfgファイルの作成方法については、
87ページの「sysidcfgファイルによる事前設定」を参照してください。

� ネームサーバーを設定する (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事
前設定する場合)。ネームサービスを使用して情報を事前設定する方法について
は、104ページの「ネームサービスによる事前設定」を参照してください。

� プロファイルサーバー上の JumpStartディレクトリにプロファイルを作成する
(カスタム JumpStartインストールを使用する場合)。カスタム JumpStartイン
ストールの設定方法については、『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の第 6章「カスタム JumpStartインストールの準備 (作
業)」を参照してください。

1. クライアントシステムの電源を入れます。

システムが動作中の場合は、システムの実行レベルを 0にします。

okプロンプトが表示されます。

2. ネットワークからシステムをブートします。

� Solarisの対話式インストール GUIを使用してインストールを行うには、次の
コマンドを入力します。

ok boot net - install

� Solarisの対話式テキストインストーラをデスクトップセッションで使用してイ
ンストールを行うには、次のコマンドを入力します。

ok boot net - text

� Solarisの対話式テキストインストーラをコンソールセッションで使用してイン
ストールを行うには、次のコマンドを入力します。

ok boot net - nowin

システムがネットワークからブートします。

3. システム構成の質問に答えます。

� すべてのシステム情報が事前設定されている場合は、構成情報の入力は求めら
れません。詳細は、第 6章を参照してください。

� 事前設定されていないシステム情報がある場合は、69ページの「インストール
用のチェックリスト」を参照して、構成の質問に答えてください。

GUIを使用している場合は、システム構成情報の確認が終わると、「ようこそ
(Welcome)」画面が表示されます。

4. さらに質問が表示されたら、質問にすべて答えてインストールを完了します。

手順
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� すべてのインストールオプションが事前設定されている場合は、インストール
プログラムからインストール情報の入力は求められません。詳細は、第 6章を
参照してください。

� 事前設定されていないインストールオプションがある場合は、69ページの「イ
ンストール用のチェックリスト」を参照して、インストールの質問に答えてく
ださい。

� 非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合
は、次の手順に従ってください。

a. 初期インストールかアップグレードかを選択するプロンプトが表示された
ら、「アップグレード (Upgrade)」を選択します。「次へ (Next)」をク
リックします。

b. 複数のルート (/)パーティションが存在するシステムの場合は、「アップグ
レードするバージョンの選択 (Select Version to Upgrade)」パネルでアップ
グレードするパーティションを選択します。

Solarisインストールプログラムは、このアップグレードをカスタマイズす
ることはできないというメッセージを表示します。Solarisインストールプ
ログラムは、このシステムをアップグレードできるかどうかを判断するため
に、システムを解析します。「アップグレードの準備完了 (Ready to
Upgrade)」パネルが表示されます。

ルートパーティションが 1つだけの場合、Solarisインストールプログラム
はアップグレードするパーティションを選択するプロンプトを表示しませ
ん。パーティションは自動的に選択されます。

c. アップグレードを続行する場合は、「アップグレードの準備完了 (Ready to
Upgrade)」パネルの「インストール開始 (Install Now)」をクリックしま
す。

Solarisインストールプログラムは、システムのアップグレードを開始しま
す。

アップグレードを続行しない場合は、「戻る (Back)」をクリックして初期イ
ンストールを実行します。

Solarisインストール GUIによる対話式インストールを完了する方法については、
『Solaris 10インストールガイド (基本編)』の「Solarisインストールプログラムを使
用してインストールまたはアップグレードを行う方法」を参照してください。

� x86版 Solaris 10 3/05:ネットワーク経由でクライ
アントをブートする方法 (DVD)
Solaris 10 3/05リリースの場合は、この手順に従ってネットワーク経由で x86システ
ムをインストールします。

参照
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Solaris 10 1/06以降のリリースの場合は、x86システムの Solarisインストールプログ
ラムは GRUBブートローダーを使用します。GRUBを使用してネットワーク経由で
Solaris OSをインストールする方法については、162ページの「x86: GRUBを使用し
てネットワーク経由でクライアントをブートする方法 (DVD)」を参照してください。

ネットワーク経由でシステムをインストールするには、ネットワーク経由でブートす
るようにクライアントシステムに指示する必要があります。システム BIOSまたは
ネットワークアダプタ BIOSのどちらか一方、またはその両方の BIOS設定プログラ
ムを使うことによって、クライアントシステム上でネットワークブートを使用できる
ようにします。いくつかのシステムでは、ほかのデバイスからのブートよりも先に
ネットワークブートが実行されるように、ブートデバイスの優先順位を調整する必要
があります。各設定プログラムに関しては、製造業者のマニュアルを参照するか、ま
たはブート中に表示される設定プログラムの指示を参照してください。

この手順では、次の作業が完了していることを前提としています。

� インストールサーバーを設定する。DVDメディアからインストールサーバーを作
成する方法については、133ページの「DVDメディアを使用したインストール
サーバーの作成」を参照してください。

� 必要に応じて、ブートサーバーまたは DHCPサーバーを設定する。インストール
対象であるシステムがインストールサーバーとは異なるサブネット上にある場合
は、ブートサーバーを設定するか、DHCPサーバーを使用する必要があります。
ブートサーバーを設定する方法については、146ページの「DVDイメージを使用
したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照してください。ネットワーク
インストールをサポートするように DHCPサーバーを設定する方法については、
108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照
してください。

� インストールに必要な情報を収集し、事前設定する。この作業は、次の方法のいず
れか 1つ、あるいはいくつかを組み合わせて実行できます。

� 69ページの「インストール用のチェックリスト」を使用して情報を収集する。
� sysidcfgファイルを作成する (sysidcfgファイルを使用してシステム構成
情報を事前設定する場合)。sysidcfgファイルの作成方法については、
87ページの「sysidcfgファイルによる事前設定」を参照してください。

� ネームサーバーを設定する (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事
前設定する場合)。ネームサービスを使用して情報を事前設定する方法について
は、104ページの「ネームサービスによる事前設定」を参照してください。

� プロファイルサーバー上の JumpStartディレクトリにプロファイルを作成する
(カスタム JumpStartインストールを使用する場合)。カスタム JumpStartイン
ストールの設定方法については、『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の第 6章「カスタム JumpStartインストールの準備 (作
業)」を参照してください。

この手順では、システムをネットワークからブートできることも前提としています。
システムをネットワークからブートできない場合、ネットワーク経由でインストール
を行うには、ブート用フロッピーディスクを作成する必要があります。ブート用フ
ロッピーディスクの作成方法については、155ページの「x86版 Solaris 10 3/05:ブー
トソフトウェアのフロッピーディスクへのコピー」を参照してください。

始める前に
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1. システムの電源を入れます。

2. 適切な組み合わせでキーを押して、システム BIOSに入ります。

PXE対応ネットワークアダプタの中には、ブート時にしばらく表示されるプロン
プトに対して特定のキーを押すと、PXEブートを実行する機能を持つものがあり
ます。

3. ネットワークからブートするようにシステム BIOSで指定します。

ブートの優先順位を BIOSで設定する方法については、ハードウェアのマニュアル
を参照してください。

4. BIOSを終了します。

システムがネットワークからブートします。

5. プロンプトが表示されたら、インストールの種類を選択します。

� Solarisの対話式インストール GUIを使用する場合は、1と Enterキーを押し
ます。

� カスタム JumpStartインストールを実行するには、2と Enterキーを押しま
す。

� Solarisの対話式テキストインストーラをデスクトップセッションで使用する場
合は、3と Enterキーを押します。

� Solarisの対話式テキストインストーラをコンソールセッションで使用する場合
は、4と Enterキーを押します。

インストールプログラムが開始します。

6. システム構成の質問に答えます。

� すべてのシステム情報が事前設定されている場合は、構成情報の入力は求めら
れません。詳細は、第 6章を参照してください。

� 事前設定されていないシステム情報がある場合は、69ページの「インストール
用のチェックリスト」を参照して、構成の質問に答えてください。

インストール GUIを使用している場合は、システム構成情報の確認が終わると、
「ようこそ (Welcome)」画面が表示されます。

7. システムがネットワーク経由でブートし、インストールされたら、次回以降は
ディスクドライブからブートするようにシステムに指示します。

Solarisインストール GUIによる対話式インストールを完了する方法については、
『Solaris 10インストールガイド (基本編)』の「Solarisインストールプログラムを使
用してインストールまたはアップグレードを行う方法」を参照してください。

手順

参照
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� x86: GRUBを使用してネットワーク経由でクライ
アントをブートする方法 (DVD)
Solaris 10 1/06以降のリリースの場合は、x86システムの Solarisインストールプログ
ラムは GRUBブートローダーを使用します。この手順では、GRUBブートローダーを
使用してネットワーク経由で x86システムをインストールする方法を説明します。
GRUBブートローダーの概要については、第 4章を参照してください。

Solaris 10 3/05リリースの場合、ネットワーク経由で Solaris OSをインストールする
方法については 159ページの「x86版 Solaris 10 3/05:ネットワーク経由でクライアン
トをブートする方法 (DVD)」を参照してください。

ネットワーク経由でシステムをインストールするには、ネットワーク経由でブートす
るようにクライアントシステムに指示する必要があります。システム BIOSまたは
ネットワークアダプタ BIOSのどちらか一方、またはその両方の BIOS設定プログラ
ムを使うことによって、クライアントシステム上でネットワークブートを使用できる
ようにします。いくつかのシステムでは、ほかのデバイスからのブートよりも先に
ネットワークブートが実行されるように、ブートデバイスの優先順位を調整する必要
があります。各設定プログラムに関しては、製造業者のマニュアルを参照するか、ま
たはブート中に表示される設定プログラムの指示を参照してください。

この手順では、次の作業が完了していることを前提としています。

� インストールサーバーを設定する。DVDメディアからインストールサーバーを作
成する方法については、140ページの「x86: SPARCまたは x86 DVDメディアを使
用して x86インストールサーバーを作成する方法」を参照してください。

� 必要に応じて、ブートサーバーまたは DHCPサーバーを設定する。インストール
対象であるシステムがインストールサーバーとは異なるサブネット上にある場合
は、ブートサーバーを設定するか、DHCPサーバーを使用する必要があります。
ブートサーバーを設定する方法については、146ページの「DVDイメージを使用
したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照してください。ネットワーク
インストールをサポートするように DHCPサーバーを設定する方法については、
108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照
してください。

� インストールに必要な情報を収集し、事前設定する。この作業は、次の方法のいず
れか 1つ、あるいはいくつかを組み合わせて実行できます。

� 69ページの「インストール用のチェックリスト」を使用して情報を収集する。
� sysidcfgファイルを作成する (sysidcfgファイルを使用してシステム構成
情報を事前設定する場合)。sysidcfgファイルの作成方法については、
87ページの「sysidcfgファイルによる事前設定」を参照してください。

� ネームサーバーを設定する (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事
前設定する場合)。ネームサービスを使用して情報を事前設定する方法について
は、104ページの「ネームサービスによる事前設定」を参照してください。

� プロファイルサーバー上の JumpStartディレクトリにプロファイルを作成する
(カスタム JumpStartインストールを使用する場合)。カスタム JumpStartイン
ストールの設定方法については、『Solaris 10インストールガイド (カスタム

始める前に

162 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月



JumpStart/上級編)』の第 6章「カスタム JumpStartインストールの準備 (作
業)」を参照してください。

この手順では、システムをネットワークからブートできることも前提としています。

注 –非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合は、
アップグレードをカスタマイズすることはできません。

1. システムの電源を入れます。

2. 適切な組み合わせでキーを押して、システム BIOSに入ります。

PXE対応ネットワークアダプタの中には、ブート時にしばらく表示されるプロン
プトに対して特定のキーを押すと、PXEブートを実行する機能を持つものがあり
ます。

3. ネットワークからブートするようにシステム BIOSで指定します。

ブートの優先順位を BIOSで設定する方法については、ハードウェアのマニュアル
を参照してください。

4. BIOSを終了します。

システムがネットワークからブートします。GRUBメニューが表示されます。

注 –使用しているネットワークインストールサーバーの構成によっては、システム
に表示される GRUBメニューが次の例と異なる場合があります。

GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-------------------------------------------------------------------------+
| Solaris 10 /sol_10_x86 |
| |
| |
+-------------------------------------------------------------------------+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, ’e’ to edit the
commands before booting, or ’c’ for a command-line.

5. 適切なインストールオプションを選択します。

� ネットワーク経由で Solaris OSをインストールするには、メニューから適切な
Solarisエントリを選択して Enterキーを押します。

140ページの「x86: SPARCまたは x86 DVDメディアを使用して x86インス
トールサーバーを作成する方法」で設定したネットワークインストールサー
バーからインストールする場合は、このエントリを選択します。

手順
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� 特定のブート引数を指定してネットワーク経由で Solaris OSをインストールす
る場合は、次の手順に従います。

インストール中にデバイス構成を変更する場合は、149ページ
の「add_install_clientを実行してネットワークからインストールするシ
ステムを追加する方法 (DVD)」に説明されているように
add_install_client コマンドを使用してあらかじめブート引数を設定して
いないと、特定のブート引数の設定が必要な場合があります。

a. GRUBメニューで、編集するインストールオプションを選択してから、e
キーを押します。

GRUBメニューに、次のようなブートコマンドが表示されます。

kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot \
module /platform/i86pc/boot_archive

b. 矢印キーを使用して編集するブートエントリを選択してから、eキーを押し
ます。

編集するブートコマンドが、GRUB編集ウィンドウに表示されます。

c. 使用するブート引数またはオプションを入力して、ブートコマンドを編集し
ます。

GRUB編集メニューでは、次のコマンド構文を使用します。

grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \
install [url|ask] -B options install_media=media_type

ブート引数およびコマンド構文の詳細については、表 10–1を参照してくだ
さい。

d. 行なった編集を確定して GRUBメニューに戻るには、Enterキーを押しま
す。

GRUBメニューが表示されます。ブートコマンドに行なった編集が表示され
ます。

e. インストールを開始するには、GRUBメニューに bと入力します。

デフォルトのブートディスクが、システムのインストールまたはアップグレードに
必要な条件を満たしているかどうかが検査されます。Solarisインストールがシス
テム構成を検出できない場合は、不足している情報の入力を求めるプロンプトが表
示されます。

検査が完了すると、インストールの選択画面が表示されます。

6. インストールの種類を選択します。

インストールの選択画面には、次のオプションが表示されます。

Select the type of installation you want to perform:

1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
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3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5 Apply driver updates
6 Single user shell

Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
Alternatively, enter custom boot arguments directly.

If you wait 30 seconds without typing anything,
an interactive installation will be started.

� Solaris OSをインストールするには、次のいずれかの操作を行います。

� Solarisの対話式インストール GUIを使ってインストールするには、1と入
力してから Enterキーを押します。

� デスクトップセッションで対話式テキストインストーラを使ってインストー
ルするには、3と入力してから Enterキーを押します。

このインストールの種類を選択すると、デフォルトの GUIインストーラを
無効にしてテキストインストーラを実行します。

� コンソールセッションで対話式テキストインストーラを使ってインストール
するには、4と入力してから Enterキーを押します。

このインストールの種類を選択すると、デフォルトの GUIインストーラを
無効にしてテキストインストーラを実行します。

無人のカスタム JumpStartインストール (オプションの 2)を実行する場合は、
『Solaris 10インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』を参照してく
ださい。

Solarisインストール GUIおよびテキストインストーラの詳細は、37ページ
の「システム要件と推奨事項」を参照してください。

システムでデバイスとインタフェースが構成され、構成ファイルが検索されま
す。kdmconfigユーティリティーでは、システムのキーボード、ディスプレ
イ、およびマウスの構成に必要なドライバが検出されます。インストールプロ
グラムが開始します。手順 7に進んでインストールを続行してください。

� インストールする前にシステム管理作業を実行する場合は、次のいずれかの操
作を行います。

� ドライバを更新するか、インストール時更新 (ITU)をインストールする場合
は、更新するためのメディアを挿入して 5を入力し、Enterキーを押しま
す。

使用するシステム上で Solaris OSを実行するために、ドライバの更新または
ITUのインストールが必要になる場合があります。ドライバの更新または
ITUのインストールを行う手順に従ってください。
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� システム管理作業を実行する場合は、6を入力してから、Enterキーを押し
ます。

インストールする前にシステム管理作業を実行する必要がある場合には、シ
ングルユーザーシェルを起動します。インストールする前に実行できるシス
テム管理作業については、『Solarisのシステム管理 (基本編)』を参照して
ください。

これらのシステム管理作業が完了すると、前の手順で表示されたオプションリ
ストが表示されます。インストールを続行する場合は、適切なオプションを選
択してください。

7. システム構成の質問に答えます。

� すべてのシステム情報が事前設定されている場合は、構成情報の入力は求めら
れません。詳細は、第 6章を参照してください。

� 事前設定されていないシステム情報がある場合は、69ページの「インストール
用のチェックリスト」を参照して、構成の質問に答えてください。

インストール GUIを使用している場合は、システム構成情報の確認が終わると、
「ようこそ (Welcome)」画面が表示されます。

8. さらに質問が表示されたら、質問にすべて答えてインストールを完了します。

� すべてのインストールオプションが事前設定されている場合は、インストール
プログラムからインストール情報の入力は求められません。詳細は、第 6章を
参照してください。

� 事前設定されていないインストールオプションがある場合は、69ページの「イ
ンストール用のチェックリスト」を参照して、インストールの質問に答えてく
ださい。

� 非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合
は、次の手順に従ってください。

a. 初期インストールかアップグレードかを選択するプロンプトが表示された
ら、「アップグレード (Upgrade)」を選択します。「次へ (Next)」をク
リックします。

b. 複数のルート (/)パーティションが存在するシステムの場合は、「アップグ
レードするバージョンの選択 (Select Version to Upgrade)」パネルでアップ
グレードするパーティションを選択します。

Solarisインストールプログラムは、このアップグレードをカスタマイズす
ることはできないというメッセージを表示します。Solarisインストールプ
ログラムは、このシステムをアップグレードできるかどうかを判断するため
に、システムを解析します。「アップグレードの準備完了 (Ready to
Upgrade)」パネルが表示されます。

ルートパーティションが 1つだけの場合、Solarisインストールプログラム
はアップグレードするパーティションを選択するプロンプトを表示しませ
ん。パーティションは自動的に選択されます。
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c. アップグレードを続行する場合は、「アップグレードの準備完了 (Ready to
Upgrade)」パネルの「インストール開始 (Install Now)」をクリックしま
す。

Solarisインストールプログラムは、システムのアップグレードを開始しま
す。

アップグレードを続行しない場合は、「戻る (Back)」をクリックして初期イ
ンストールを実行します。

9. システムがネットワーク経由でブートし、インストールされたら、次回以降は
ディスクドライブからブートするようにシステムに指示します。

次の手順

使用するマシンに複数のオペレーティングシステムをインストールする場合、ブート
するためには、それらのオペレーティングシステムを GRUBブートローダーに認識さ
せる必要があります。詳細は、「Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the
GRUB Menu」 in『System Administration Guide: Basic Administration』を参照して
ください。

Solarisインストール GUIによる対話式インストールを完了する方法については、
『Solaris 10インストールガイド (基本編)』の「Solarisインストールプログラムを使
用してインストールまたはアップグレードを行う方法」を参照してください。

参考

参照
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第 9章

CDメディアを使用したネットワーク
インストールの準備 (作業)

この章では、ネットワーク上で Solarisソフトウェアをインストールする準備として
CDメディアを使用してネットワークとシステムを設定する方法を説明します。
ネットワークインストールを使用すると、Solaris 10ディスクイメージにアクセスでき
るシステム (インストールサーバーと呼ばれる)から、ネットワーク上のほかのシステ
ムに Solarisソフトウェアをインストールできます。ユーザーは、まず CDメディアの
内容をインストールサーバーのハードディスクにコピーする必要があります。これ
で、任意の Solarisインストール方法を使用して Solarisソフトウェアをネットワーク
上でインストールできます。この章の内容は次のとおりです。

� 170ページの「作業マップ: CDメディアを使用したネットワークインストールの準
備」

� 172ページの「SPARC: CDメディアによる SPARCインストールサーバーの作成」
� 180ページの「x86: CDメディアによる x86インストールサーバーの作成」
� 188ページの「クロスプラットフォームの CDメディアを使用したインストール
サーバーの作成」

� 198ページの「CDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」
� 200ページの「CDイメージを使用してネットワークからインストールするシステ
ムの追加」

� 209ページの「CDイメージを使用した、ネットワークからのブートとインストー
ル」
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作業マップ: CDメディアを使用した
ネットワークインストールの準備
表 9–1作業マップ: CDメディアを使用したインストールサーバーの設定

作業 説明 参照先

(x86のみ):システム
が PXEをサポートす
ることを確認しま
す。

ネットワーク経由で x86システムをインス
トールする場合、使用しているマシンが
ローカルブートメディアを使用せずに PXE
を使用してブートできることを確認してく
ださい。

使用している x86マシンが PXEをサポート
していない場合は、ローカルの DVDか CD
から、また Solaris 10 3/05リリースでは
ブート用フロッピーディスクからシステム
をブートする必要があります。

ハードウェア製造元のマ
ニュアルかシステムの
BIOSを調べてくださ
い。

インストール方法を
選択します。

Solaris OSは、複数のインストールまたは
アップグレード方法を提供します。インス
トール環境に最も適した方法を選択してく
ださい。

33ページの「Solarisイ
ンストール方法の選択」

システム情報を収集
します。

チェックリストやワークシートを使って、
インストールやアップグレードに必要なす
べての情報を収集します。

第 5章

(省略可能)システム
構成情報を事前設定
します。

インストールやアップグレードの際に情報
を入力する手間を省くために、システム構
成情報を事前に設定しておくことができま
す。

第 6章
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表 9–1作業マップ: CDメディアを使用したインストールサーバーの設定 (続き)
作業 説明 参照先

インストールサー
バーを作成します。

setup_install_server(1M)コマンドを
使用して Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDをイ
ンストールサーバーのハードディスクにコ
ピーします。

次に、add_to_install_server(1M)コ
マンドを使用して、追加の Solaris 10
SOFTWARE CDと Solaris 10 LANGUAGES
CDをインストールサーバーのハードディス
クに追加します。

� 172ページ
の「SPARC: CDメ
ディアによる SPARC
インストールサー
バーの作成」

� 181ページの「x86:
x86 CDメディアを使
用して x86インス
トールサーバーを作
成する方法」

� 188ページの「クロ
スプラットフォーム
の CDメディアを使
用したインストール
サーバーの作成」

(省略可能)ブート
サーバーを作成しま
す。

インストールサーバーと異なるサブネット
上にあるシステムをネットワークからイン
ストールする場合、システムをブートする
ためのブートサーバーをサブネット上に作
成する必要があります。ブートサーバーを
設定するには、setup_install_server
コマンドを -bオプションを付けて実行しま
す。DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)を使用する場合は、ブートサー
バーは必要ありません。

198ページの「CDイ
メージを使用したサブ
ネット上でのブートサー
バーの作成」

ネットワークからイ
ンストールするシス
テムを追加します。

add_install_clientコマンドを使用し
て、ネットワークからインストールする各
システムを設定します。インストールする
各システムには、ネットワーク上にあるイ
ンストールサーバー、ブートサーバー、お
よび構成情報を認識させる必要がありま
す。

200ページの「CDイ
メージを使用してネット
ワークからインストール
するシステムの追加」

(省略可能) DHCP
サーバーを構成しま
す。

DHCPを使用してシステムの構成およびイ
ンストールパラメータの設定を行う場合
は、DHCPサーバーを構成して、インス
トール方法に適したオプションおよびマク
ロを作成します。

注 – PXEを使用してネットワークから x86
システムをインストールする場合は、DHCP
サーバーを構成するか、また Solaris 10 3/05
リリースではブート用フロッピーディスク
を作成する必要があります。

『Solarisのシステム管理
(IPサービス)』の第 13
章「DHCPサービスの使
用計画 (手順)」

108ページの「DHCP
サービスによるシステム
構成情報の事前設定 (作
業)」
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表 9–1作業マップ: CDメディアを使用したインストールサーバーの設定 (続き)
作業 説明 参照先

x86版 Solaris 10
3/05:ブート用フ
ロッピーディスクを
作成します。

使用しているシステムがネットワークか
ら、またはローカルの CD、DVDからブー
トできない場合は、ブート用フロッピー
ディスクを作成する必要があります。

注 –ブート用フロッピーディスクは、
Solaris 10 1/06リリースには含まれていませ
ん。

207ページの「x86版
Solaris 10 3/05:ブートソ
フトウェアのフロッピー
ディスクへのコピー」

ネットワーク経由で
システムをインス
トールします。

ネットワークからシステムをブートして、
インストールを開始します。

209ページの「CDイ
メージを使用した、
ネットワークからのブー
トとインストール」

SPARC: CDメディアによる SPARCイン
ストールサーバーの作成
インストールサーバーには、ネットワーク上でシステムをインストールするために必
要なインストールイメージが含まれます。Solarisソフトウェアをネットワークからイ
ンストールするためには、インストールサーバーを作成する必要があります。必ずし
も個別のブートサーバーを設定する必要はありません。

� DHCPを使用してインストールパラメータを設定する場合や、インストールサー
バーとクライアントが同じサブネット上に存在する場合は、個別のブートサーバー
は不要です。

� インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上に存在せず、DHCPを
使用していない場合は、サブネットごとにブートサーバーを作成する必要がありま
す。サブネットごとにインストールサーバーを作成することもできますが、インス
トールサーバーはより多くのディスク容量を必要とします。

� SPARC: SPARC CDメディアまたは x86 CDメ
ディアを使用して SPARCインストールサーバーを
作成する方法
Solaris 10 3/05リリースでは、SPARC CDメディアを使用して SPARCインストール
サーバーを作成する場合にこの手順を実行します。インストールサーバーとは異なる
プラットフォームのメディアを使用してインストールサーバーを作成する場合
(SPARCシステムで x86 CDメディアを使用する場合など)は、188ページの「クロス
プラットフォームの CDメディアを使用したインストールサーバーの作成」を参照し
てください。
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Solaris 10 1/06以降のリリースでは、SPARCまたは x86 CDメディアを使用して
SPARCインストールサーバーを作成する場合にこの手順を実行します。

注 –この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定してい
ます。ボリュームマネージャーを使用せずにリムーバブルメディアを管理する方法に
ついては、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してくだ
さい。

非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合は、CD
ベースのネットワークインストールイメージを使用してシステムをアップグレードす
ることはできません。Solaris 10 DVDからネットワークインストールイメージを作成
する必要があります。DVDからネットワークインストールイメージを作成する方法
については、第 8章を参照してください。

1. インストールサーバーとして使用するシステムでスーパーユーザーになります。

このシステムには CD-ROMドライブが必要です。さらに、システムは、このサイ
トのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。
ネームサービスを使用する場合は、システムがすでに NIS、NIS+、DNS、LDAP
のいずれかのネームサービスに登録されていなければなりません。ネームサービス
を使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要が
あります。

2. Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDをシステムのドライブに挿入します。

3. CDイメージ用のディレクトリを作成します。

# mkdir -p install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

4. マウントされたディスクの Toolsディレクトリに移動します。

a. Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (SPARC版)からインストールイメージを作成し
ている場合は、次のコマンドを入力します。

# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools

b. Solaris 10 SOFTWARE -1 CD (x86版)からインストールイメージを作成してい
る場合は、次のコマンドを入力します。

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools

前の例では、cdrom0は Solaris OSの CDメディアが入っているドライブへのパス
です。

5. ドライブ内のイメージをインストールサーバーのハードディスクにコピーします。

# ./setup_install_server install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

始める前に

手順
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注 – setup_install_serverコマンドは、Solaris 10 SOFTWAREのディスクイ
メージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できる
ディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。

6. ほかのシステムがインストールサーバーをマウントできるように設定する必要があ
るかどうかを判断します。

� インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム)が同じ
サブネット上にある場合、あるいは、DHCPを使用している場合、ブートサー
バーを作成する必要はありません。手順 7に進みます。

� インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在
せず、DHCPを使用していない場合は、次の手順を実行してください。

a. インストールサーバーのイメージへのパスが適切に共有されていることを確
認します。

# share | grep install_dir_path

install_dir_path CDイメージがコピーされているインストー
ルイメージへのパスを指定します。

� インストールサーバーのディレクトリへのパスが表示されて、anon=0が
オプションに表示される場合、手順 7に進みます。

� インストールサーバーのディレクトリのパスが表示されないか、オプ
ション内に anon=0と示されない場合は、次の作業へ進みます。

b. 次のエントリを /etc/dfs/dfstabファイルに追加し、インストールサー
バーが利用できるように設定します。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path

c. nfsdデーモンが動作していることを確認します。

� インストールサーバーで Solaris 10 OSまたはその互換バージョンが実行
されている場合は、次のコマンドを入力します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default

nfsdデーモンが稼働している場合は、手順 dに進みます。nfsdデーモ
ンが稼働していない場合は、このデーモンを起動します。

# svcadm enable svc:/network/nfs/server

� インストールサーバーで Solaris 9 OSまたはその互換バージョンが実行
されている場合は、次のコマンドを入力します。

# ps -ef | grep nfsd
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nfsdデーモンが稼働している場合は、手順 dに進みます。nfsdデーモ
ンが稼働していない場合は、このデーモンを起動します。

# /etc/init.d/nfs.server start

d. インストールサーバーを共有します。

# shareall

7. ルート (/)ディレクトリへ移動します。

# cd /

8. Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDを取り出します。

9. Solaris 10 SOFTWARE - 2 CDをシステムの CD-ROMドライブに挿入します。

10.マウントされた CDの Toolsディレクトリに移動します。

a. Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (SPARC版)からインストールイメージを作成し
ている場合は、次のコマンドを入力します。

# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools

b. Solaris 10 SOFTWARE -1 CD (x86版)からインストールイメージを作成してい
る場合は、次のコマンドを入力します。

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools

前の例では、cdrom0は Solaris OSの CDメディアが入っているドライブへのパス
です。

11. CD-ROMドライブ内の CDをインストールサーバーのハードディスクにコピーし
ます。

# ./add_to_install_server install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

12.ルート (/)ディレクトリへ移動します。

# cd /

13. Solaris 10 SOFTWARE - 2 CDを取り出します。

14.インストールする Solaris 10 SOFTWARE CDごとに、手順 9から手順 13を繰り返
します。

15. Solaris 10 LANGUAGES CDをシステムの CD-ROMドライブに挿入します。

16.マウントされた CDの Toolsディレクトリに移動します。

# cd /cdrom/cdrom0/Tools
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17. CD-ROMドライブ内の CDをインストールサーバーのハードディスクにコピーし
ます。

# ./add_to_install_server install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

18.ルート (/)ディレクトリへ移動します。

# cd /

19. (省略可能) setup_install_serverによって作成されたネットインストールイ
メージ上のミニルート内のファイルにパッチを適用します。ブートイメージに問題
がある場合は、ファイルにパッチを適用する必要があります。

� SPARC版 Solaris 10リリースおよび x86版 Solaris 10 3/05リリースでは、
patchadd -C コマンドを使用してミニルート内のファイルにパッチを適用しま
す。

# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id

install_dir_path ネットワークインストールのミニルートのパスを指定しま
す。

path-to-patch たとえば /var/sadm/spoolのように、追加するパッチのパ
スを指定します。

patch-id 適用するパッチ IDを指定します。

注意 – patchadd -Cを使用する前には必ず、パッチの READMEを読むか、ご購
入先におたずねください。

� x86版 Solaris 10 1/06以降のリリースでは、次の手順に従って x86ネットワーク
インストールのミニルートにパッチを適用します。

注 –次の手順では、ネットワーク上に x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行さ
れているシステムがあり、そのシステムにネットワークを経由してアクセスでき
ると仮定しています。

a. x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されているシステムに、スーパーユー
ザーとしてログインします。

b. 手順 4で作成したインストールイメージの Toolsディレクトリに移動しま
す。

# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
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install-server-path たとえば /net/installserver-1のように、ネット
ワーク上のインストールサーバーシステムへのパスを指
定します。

c. 新しいインストールイメージを作成し、そのイメージを x86版 Solaris 10
1/06リリースが実行されているシステムに置きます。

# ./setup_install_server remote_install_dir_path

remote_install_dir_path 新しいインストールイメージを作成する、x86版
Solaris 10 1/06システム上のパスを指定します。

このコマンドにより、x86版 Solaris 10 1/06システム上にインストールイ
メージが作成されます。このイメージにパッチを適用するには、このイメー
ジを x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されているシステムに上に一時的
に置く必要があります。

d. x86版 Solaris 10 1/06システム上で、ネットワークインストールのブート
アーカイブを展開します。

# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
destination_dir

remote_install_dir_path x86版 Solaris 10 1/06システム上の x86ネットワー
クインストールイメージへのパスを指定します。

destination_dir 展開されたブートアーカイブを含むためのディレク
トリへのパスを指定します。

e. x86版 Solaris 10 1/06システム上で、展開されたブートアーカイブにパッチを
適用します。

# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id

path-to-patch たとえば /var/sadm/spoolのように、追加するパッチのパ
スを指定します。

patch-id 適用するパッチ IDを指定します。

patchadd -M コマンドを使用すると、複数のパッチを指定
できます。詳細は、patchadd(1M)を参照してください。

注意 – patchadd -Cコマンドを使用する前には必ず、パッチの READMEを読
むか、ご購入先におたずねください。

f. x86版 Solaris 10 1/06システム上で、x86ブートアーカイブを圧縮します。

# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
remote_install_dir_path
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g. パッチを適用したミニルートをインストールサーバー上のインストールイメー
ジにコピーします。

# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot

20.ブートサーバーを作成する必要があるかどうかを判断します。

� DHCPを使用しているか、あるいはインストール対象のシステムと同じサブ
ネット上にインストールサーバーが存在する場合は、ブートサーバーを作成する
必要はありません。200ページの「CDイメージを使用してネットワークからイ
ンストールするシステムの追加」に進みます。

� DHCPを使用しておらず、インストールサーバーとクライアントが異なるサブ
ネット上にある場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。198ページ
の「CDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」に進みま
す。

SPARC: SPARC CDメディアを使用して SPARCインストールサー
バーを作成する

次の例は、インストールサーバーの /export/home/cdsparcディレクトリに次の
CDをコピーしてインストールサーバーを作成する方法を示しています。この例で
は、インストールサーバーで Solaris 10 OSが実行されていると仮定します。

� Solaris 10 SOFTWARE CD (SPARC版)
� Solaris 10 LANGUAGES CD (SPARC版)

Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (SPARC版)をシステムの CD-ROMドライブに挿入しま
す。

# mkdir -p /export/home/cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/cdsparc

� 個別のブートサーバーがある場合は、次の手順を追加します。

1. 次のパスを /etc/dfs/dfstabファイルに追加します。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/cdsparc

2. nfsdデーモンが稼働しているかどうかを確認します。nfsdデーモンが稼働し
ていない場合、このデーモンを起動して共有します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall

3. 引き続き、次の手順を実行します。

� ブートサーバーが不要であるか、個別のブートサーバーを設定する手順を完了して
いる場合は、作業を続行します。

例 9–1
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# cd /

Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (SPARC版)を取り出します。CD-ROMドライブに
Solaris 10 SOFTWARE - 2 CD (SPARC版)を挿入します。

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /

インストールする Solaris 10 SOFTWARE CDごとに、上記のコマンドを繰り返しま
す。

CD-ROMドライブに Solaris 10 LANGUAGES CD (SPARC版)を挿入します。

# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc

x86 CDメディアを使用して SPARCインストールサーバーを作成す
る

Solaris 10 1/06以降のリリースでは、次の例を使用して SPARCインストールサーバー
上に x86ネットワークインストールイメージを作成します。次の例では、Solaris 10
SOFTWARE CD (x86版)をインストールサーバーの /export/home/cdx86ディレク
トリにコピーしてクロスプラットフォームのインストールサーバーを作成する方法を
説明します。この例では、インストールサーバーで Solaris 10 OSが実行されていると
仮定します。

Solaris 10 3/05リリースの場合は、188ページの「クロスプラットフォームの CDメ
ディアを使用したインストールサーバーの作成」を参照して SPARCサーバー上に x86
ネットワークインストールイメージを作成します。

� Solaris 10 SOFTWARE CD (x86版)
� Solaris 10 LANGUAGES CD (x86版)

Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (x86版)をシステムの CD-ROMドライブに挿入しま
す。

# mkdir -p /export/home/cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/cdsparc

� 個別のブートサーバーがある場合は、次の手順を追加します。

1. 次のパスを /etc/dfs/dfstabファイルに追加します。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/cdsparc

2. nfsdデーモンが稼働しているかどうかを確認します。nfsdデーモンが稼働し
ていない場合、このデーモンを起動して共有します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall

例 9–2
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3. 引き続き、次の手順を実行します。

� ブートサーバーが不要であるか、個別のブートサーバーを設定する手順を完了して
いる場合は、作業を続行します。

# cd /

Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (x86版)を取り出します。CD-ROMドライブに Solaris
10 SOFTWARE - 2 CD (x86版)を挿入します。

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /

インストールする Solaris 10 SOFTWARE (x86版)ごとに、上記のコマンドを繰り返し
ます。

CD-ROMドライブに Solaris 10 LANGUAGES CD (x86版)を挿入します。

# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc

インストールの続行

インストールサーバーを設定したあと、クライアントをインストールクライアントと
して追加する必要があります。ネットワーク経由でインストールするクライアントシ
ステムの追加方法については、200ページの「CDイメージを使用してネットワークか
らインストールするシステムの追加」を参照してください。

DHCPを使用しておらず、クライアントシステムがインストールサーバーとは異なる
サブネット上にある場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。詳細は、198
ページの「CDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照
してください。

setup_install_serverコマンドおよび add_to_install_serverコマンドの詳
細については、install_scripts(1M)を参照してください。

x86: CDメディアによる x86インストー
ルサーバーの作成
インストールサーバーには、ネットワーク上でシステムをインストールするために必
要なインストールイメージが含まれます。Solarisソフトウェアをネットワークからイ
ンストールするためには、インストールサーバーを作成する必要があります。必ずし
も個別のブートサーバーを設定する必要はありません。

参考

参照
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� DHCPを使用してインストールパラメータを設定する場合や、インストールサー
バーとクライアントが同じサブネット上に存在する場合は、個別のブートサーバー
は不要です。

� インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上に存在せず、DHCPを
使用していない場合は、サブネットごとにブートサーバーを作成する必要がありま
す。サブネットごとにインストールサーバーを作成することもできますが、インス
トールサーバーはより多くのディスク容量を必要とします。

� x86: x86 CDメディアを使用して x86インストール
サーバーを作成する方法
ここでは、x86 CDメディアを使用して x86インストールサーバーを作成する方法を
説明します。

SPARCシステム上に x86ネットワークインストールイメージを作成する場合は、次の
トピックを参照してください。

� Solaris 10 3/05リリースの場合、SPARC CDメディアを使用して x86インストール
サーバーを作成する方法については、188ページの「クロスプラットフォームの
CDメディアを使用したインストールサーバーの作成」を参照してください。

� Solaris 10 1/06以降のリリースの場合、x86 CDメディアを使用して SPARCインス
トールサーバーを作成する方法については、172ページの「SPARC: SPARC CDメ
ディアまたは x86 CDメディアを使用して SPARCインストールサーバーを作成す
る方法」を参照してください。

注 –この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定してい
ます。ボリュームマネージャーを使用せずにリムーバブルメディアを管理する方法に
ついては、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してくだ
さい。

非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合は、CD
ベースのネットワークインストールイメージを使用してシステムをアップグレードす
ることはできません。Solaris 10 DVDからネットワークインストールイメージを作成
する必要があります。DVDからネットワークインストールイメージを作成する方法
については、第 8章を参照してください。

1. インストールサーバーとして使用するシステムでスーパーユーザーになります。

このシステムには CD-ROMドライブが必要です。さらに、システムは、このサイ
トのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。
ネームサービスを使用する場合は、システムがすでに NIS、NIS+、DNS、LDAP
のいずれかのネームサービスに登録されていなければなりません。ネームサービス

始める前に

手順
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を使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要が
あります。

2. Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDをシステムのドライブに挿入します。

3. CDイメージ用のディレクトリを作成します。

# mkdir -p install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

4. マウントされたディスクの Toolsディレクトリに移動します。

� Solaris 10 3/05リリースの場合は、次のコマンドを入力します。

# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools

� Solaris 10 1/06以降のリリースの場合は、次のコマンドを入力します。

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools

前の例では、cdrom0は Solaris OSの CDメディアが入っているドライブへのパス
です。

5. ドライブ内のイメージをインストールサーバーのハードディスクにコピーします。

# ./setup_install_server install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

注 – setup_install_serverコマンドは、Solaris 10 SOFTWAREのディスクイ
メージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できる
ディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。

6. ほかのシステムがインストールサーバーをマウントできるように設定する必要があ
るかどうかを判断します。

� インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム)が同じ
サブネット上にある場合、あるいは、DHCPを使用している場合、ブートサー
バーを作成する必要はありません。手順 7に進みます。

� インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在
せず、DHCPを使用していない場合は、次の手順を実行してください。

a. インストールサーバーのイメージへのパスが適切に共有されていることを確
認します。

# share | grep install_dir_path

install_dir_path CDイメージがコピーされているインストー
ルイメージへのパスを指定します。
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� インストールサーバーのディレクトリへのパスが表示されて、anon=0が
オプションに表示される場合、手順 7に進みます。

� インストールサーバーのディレクトリのパスが表示されないか、オプ
ション内に anon=0と示されない場合は、次の作業へ進みます。

b. 次のエントリを /etc/dfs/dfstabファイルに追加し、インストールサー
バーが利用できるように設定します。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path

c. nfsdデーモンが動作していることを確認します。

� インストールサーバーで Solaris 10 OSまたはその互換バージョンが実行
されている場合は、次のコマンドを入力します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default

nfsdデーモンが稼働している場合は、手順 dに進みます。nfsdデーモ
ンが稼働していない場合は、このデーモンを起動します。

# svcadm enable svc:/network/nfs/server

� インストールサーバーで Solaris 9 OSまたはその互換バージョンが実行
されている場合は、次のコマンドを入力します。

# ps -ef | grep nfsd

nfsdデーモンが稼働している場合は、手順 dに進みます。nfsdデーモ
ンが稼働していない場合は、このデーモンを起動します。

# /etc/init.d/nfs.server start

d. インストールサーバーを共有します。

# shareall

7. ルート (/)ディレクトリへ移動します。

# cd /

8. Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDを取り出します。

9. Solaris 10 SOFTWARE - 2 CDをシステムの CD-ROMドライブに挿入します。

10.マウントされた CDの Toolsディレクトリに移動します。

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools

11. CD-ROMドライブ内の CDをインストールサーバーのハードディスクにコピーし
ます。

# ./add_to_install_server install_dir_path
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install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

12.ルート (/)ディレクトリへ移動します。

# cd /

13. Solaris 10 SOFTWARE - 2 CDを取り出します。

14.インストールする Solaris 10 SOFTWARE CDごとに、手順 9から手順 13を繰り返
します。

15. Solaris 10 LANGUAGES CDをシステムの CD-ROMドライブに挿入します。

16.マウントされた CDの Toolsディレクトリに移動します。

# cd /cdrom/cdrom0/Tools

17. CD-ROMドライブ内の CDをインストールサーバーのハードディスクにコピーし
ます。

# ./add_to_install_server install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

18.ルート (/)ディレクトリへ移動します。

# cd /

19. setup_install_serverによって作成されたネットインストールイメージ上のミ
ニルート内のファイルにパッチを適用します。ブートイメージに問題がある場合
は、ファイルにパッチを適用する必要があります。

� x86版 Solaris 10 3/05リリースでは、patchadd -Cコマンドを使用してミニ
ルート内のファイルにパッチを適用します。

# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id

install_dir_path ネットワークインストールのミニルートのパスを指定しま
す。

path-to-patch たとえば /var/sadm/spoolのように、追加するパッチのパ
スを指定します。

patch-id 適用するパッチ IDを指定します。

注意 – patchadd -Cを使用する前には必ず、パッチの READMEを読むか、ご購
入先におたずねください。

� x86版 Solaris 10 1/06以降のリリースでは、次の手順に従って x86ネットワーク
インストールのミニルートにパッチを適用します。
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a. インストールサーバーで x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されていない
場合は、 x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されているネットワーク上の
別のシステムに、スーパーユーザーとしてログインします。

x86版 Solaris 10 1/06のミニルートにパッチを適用するには、使用している
システムで x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されている必要がありま
す。

インストールサーバーで x86版 Solaris 10 1/06リリースが実行されている場
合は、手順 dに進んでください。

b. 手順 5で作成したインストールイメージの Toolsディレクトリに移動しま
す。

# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools

install-server-path たとえば /net/installserver-1のように、ネット
ワーク上のインストールサーバーシステムへのパスを指
定します。

c. 新しいインストールイメージを作成し、そのイメージを x86版 Solaris 10
1/06リリースが実行されているシステムに置きます。

# ./setup_install_server remote_install_dir_path

remote_install_dir_path 新しいインストールイメージを作成する、x86版
Solaris 10 1/06システム上のパスを指定します。

このコマンドにより、 x86版 Solaris 10 1/06システム上に新しいインストー
ルイメージが作成されます。このイメージにパッチを適用するには、x86版
Solaris 10 1/06リリースが実行されているシステム上に、このイメージを一
時的に置く必要があります。

d. ネットワークインストールのブートアーカイブを展開します。

# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \
destination_dir

install_dir_path x86ネットワークインストールイメージへのパスを指定し
ます。手順 cで新しいインストールイメージを作成してい
る場合は、x86版 Solaris 10 1/06システム上のその新しい
イメージへのパスを指定します。

destination_dir 展開されたブートアーカイブを含むためのディレクトリへ
のパスを指定します。

e. 展開されたブートアーカイブにパッチを適用します。

# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id

path-to-patch たとえば /var/sadm/spoolのように、追加するパッチのパ
スを指定します。

patch-id 適用するパッチ IDを指定します。
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patchadd -M コマンドを使用すると、複数のパッチを指定
できます。詳細は、patchadd(1M)を参照してください。

注意 – patchadd -Cコマンドを使用する前には必ず、パッチの READMEを読
むか、ご購入先におたずねください。

f. x86ブートアーカイブを圧縮します。

# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
install_dir_path

g. 必要に応じて、パッチを適用したミニルートを、インストールサーバー上のイ
ンストールイメージにコピーします。

リモートの x86版 Solaris 10 1/06システム上のミニルートにパッチを適用し
た場合は、パッチを適用したそのミニルートをインストールサーバーにコピー
する必要があります。

# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot

20.ブートサーバーを作成する必要があるかどうかを判断します。

� DHCPを使用しているか、あるいはインストール対象のシステムと同じサブ
ネット上にインストールサーバーが存在する場合は、ブートサーバーを作成する
必要はありません。200ページの「CDイメージを使用してネットワークからイ
ンストールするシステムの追加」に進みます。

� DHCPを使用しておらず、インストールサーバーとクライアントが異なるサブ
ネット上にある場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。198ページ
の「CDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」に進みま
す。

x86: x86 CDメディアによる x86インストールサーバーの作成

次の例は、インストールサーバーの /export/home/cdx86ディレクトリに次の CD
をコピーしてインストールサーバーを作成する方法を示しています。この例では、イ
ンストールサーバーで Solaris 10 OSが実行されていると仮定します。

� Solaris 10 SOFTWARE CD (x86版)
� Solaris 10 LANGUAGES CD (x86版)

Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (x86版)をシステムの CD-ROMドライブに挿入しま
す。

次のコマンドセットのうちのいずれかを選択してインストールサーバーを設定しま
す。

� Solaris 10 3/05リリースの場合は、次のコマンドを入力します。

例 9–3
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# mkdir -p /export/home/cdx86
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86

� Solaris 10 1/06以降のリリースの場合は、次のコマンドを入力します。

# mkdir -p /export/home/dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/cdx86

� 個別のブートサーバーがある場合は、次の手順を追加します。

1. 次のパスを /etc/dfs/dfstabファイルに追加します。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/cdx86

2. nfsdデーモンが稼働しているかどうかを確認します。nfsdデーモンが稼働し
ていない場合、このデーモンを起動して共有します。

# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall

3. 引き続き、次の手順を実行します。

� ブートサーバーが不要であるか、個別のブートサーバーを設定する手順を完了して
いる場合は、作業を続行します。

# cd /

Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (x86版)を取り出します。CD-ROMドライブに Solaris
10 SOFTWARE - 2 CD (x86版)を挿入します。

# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /

インストールする Solaris 10 SOFTWARE CDごとに、上記のコマンドを繰り返しま
す。

CD-ROMドライブに Solaris 10 LANGUAGES CD (x86版)を挿入します。

# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86

インストールの続行

インストールサーバーを設定したあと、クライアントをインストールクライアントと
して追加する必要があります。ネットワーク経由でインストールするクライアントシ
ステムの追加方法については、200ページの「CDイメージを使用してネットワークか
らインストールするシステムの追加」を参照してください。

参考
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DHCPを使用しておらず、クライアントシステムがインストールサーバーとは異なる
サブネット上にある場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。詳細は、198
ページの「CDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照
してください。

setup_install_serverコマンドおよび add_to_install_serverコマンドの詳
細については、install_scripts(1M)を参照してください。

クロスプラットフォームの CDメディア
を使用したインストールサーバーの作成
Solaris 10 3/05リリースでは、インストールサーバーとは異なるプラットフォームの
CDを使用する必要がある場合、インストールサーバー上で CDを読み取ることがで
きません。リモートシステムを使用して CDを読み取る必要があります。たとえば、
SPARCインストールサーバーを設定している状態で x86 CDメディアを使用する場
合、リモート x86システムを使用して CDを読み取る必要があります。

Solaris 10 1/06以降のリリースでは、x86 CDメディアを使用して SPARCインストー
ルサーバーを作成するためにリモート x86システムは必要ありません。詳細について
は、172ページの「SPARC: SPARC CDメディアまたは x86 CDメディアを使用して
SPARCインストールサーバーを作成する方法」を参照してください。

� x86 CDメディアを使用して SPARCシステムに
x86インストールサーバーを作成する方法
Solaris 10 3/05リリースでは、x86 CDメディアを使用して SPARCシステムに x86イ
ンストールサーバーを作成する場合にこの手順を実行します。

注 – Solaris 10 1/06以降のリリースでは、x86 CDメディアを使用して SPARCインス
トールサーバーを作成するためにリモート x86システムは必要ありません。詳細につ
いては、172ページの「SPARC: SPARC CDメディアまたは x86 CDメディアを使用し
て SPARCインストールサーバーを作成する方法」を参照してください。

コマンド入力例中の SPARC-systemはインストールサーバーとなる SPARCシステム
を、remote-x86-systemは x86 CDメディアを使用するリモート x86システムを表しま
す。

参照
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この作業を行うには、次のものが必要です。

� SPARCシステム

� CD-ROMドライブを備えた x86システム

� リモート x86システム用の CDセット

� Solaris 10 SOFTWARE CD (x86版)
� Solaris 10 LANGUAGES CD (x86版)

非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合は、CD
ベースのネットワークインストールイメージを使用してシステムをアップグレードす
ることはできません。Solaris 10 DVDからネットワークインストールイメージを作成
する必要があります。DVDからネットワークインストールイメージを作成する方法
については、第 8章を参照してください。

注 –この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定してい
ます。ボリュームマネージャーを使用せずにリムーバブルメディアを管理する方法に
ついては、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してくだ
さい。

1. リモート x86システム上で、スーパーユーザーになります。

このシステムには CD-ROMドライブが必要です。さらに、システムは、このサイ
トのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。
ネームサービスを使用する場合、システムのネームサービスは、NIS、NIS+、
DNS、LDAPのいずれかでなければなりません。ネームサービスを使用しない場
合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。

2. リモート x86システム上で、システムのドライブに Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD
(x86版)を挿入します。

3. リモート x86システム上で、次のエントリを /etc/dfs/dfstabファイルに追加
します。

share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2

4. リモート x86システム上で、NFSデーモンを起動します。

� インストールサーバーで Solaris 10 OSまたはその互換バージョンが実行され
ている場合は、次のコマンドを入力します。

remote-x86-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server

� インストールサーバーで Solaris 9 OSまたはその互換バージョンが実行されて
いる場合は、次のコマンドを入力します。

remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start

始める前に

手順
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5. リモート x86システム上で shareコマンドを実行し、ほかのシステムが CDを利
用可能であることを確認します。

remote-x86-system# share
- /cdrom/sol_10_x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/sol_10_x86/s2 ro,anon=0 " "

上のサンプル出力では、sol_10_x86は、x86システム上の Solaris 10 OSを指し
ます。このテキスト文字列は、Solaris OSのバージョンによって異なります。

6. x86インストールサーバーとして使用する SPARCシステム上で、スーパーユー
ザーになります。

7. CDがリモート x86システム上で適切にエクスポートされていることを確認しま
す。

SPARC-system# showmount -e remote-x86-system
export list for remote-x86-system:
/cdrom/sol_10_x86/s0 (everyone)
/cdrom/sol_10_x86/s2 (everyone)

8. SPARCシステム上で、マウントされたディスクの Toolsディレクトリに移動し
ます。

SPARC-system# cd /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools

9. SPARCシステム上で、インストールサーバーのハードディスク内の、
setup_install_serverコマンドを使用して作成したディレクトリにドライブ
内のディスクをコピーします。

SPARC-system# ./setup_install_server install_dir_path

install_dir_path ディスクイメージをコピーするディレクトリを指定します。空
のディレクトリを指定してください。

注 – setup_install_serverコマンドは、Solaris 10 SOFTWAREのディスクイ
メージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できる
ディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。

10. SPARCシステム上で、トップディレクトリに移動します。

SPARC-system# cd /

11. SPARCシステム上で、両方のディレクトリのマウントを解除します。

SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s0

SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2
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12. x86システム上で、両方の CD-ROMスライスの共有を解除します。

remote x86 system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s0

remote x86 system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s2

13. x86システム上で、Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (x86版)を取り出します。

14. Solaris 10 SOFTWARE - 2 CD (x86版)を SPARCシステムの CD-ROMドライブ
に挿入します。

15. SPARCシステム上で、マウントされた CDの Toolsディレクトリに移動しま
す。

SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools

16. SPARCシステム上で、CDをインストールサーバーのハードディスクにコピーし
ます。

SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

17. Solaris 10 SOFTWARE - 2 CD (x86版)を取り出します。

18.インストールする Solaris 10 SOFTWARE CDごとに、手順 14から手順 17を繰り
返します。

19. Solaris 10 LANGUAGES CD (x86版)を SPARCシステムの CD-ROMドライブに
挿入し、CDをマウントします。

20. SPARCシステム上で、マウントされた CDの Toolsディレクトリに移動しま
す。

SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools

21. SPARCシステム上で、CDをインストールサーバーのハードディスクにコピーし
ます。

SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

22. setup_install_serverによって作成されたネットインストールイメージ上の
ミニルート (Solaris_10/Tools/Boot)にあるファイルにパッチを適用するか決
定します。

� 適用しない場合は、次の手順に進みます。

� 適用する場合は、patchadd -C コマンドを使用して、ミニルートにある
ファイルにパッチを適用します。
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注意 – patchadd -Cを使用する前には必ず、パッチの READMEを読むか、ご購
入先におたずねください。

23.ブートサーバーを作成する必要があるかどうかを判断します。

� インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム)が同じ
サブネット上にある場合、あるいは、DHCPを使用している場合、ブートサー
バーを作成する必要はありません。200ページの「CDイメージを使用して
ネットワークからインストールするシステムの追加」を参照してください。

� インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在
せず、DHCPを使用していない場合は、ブートサーバーを作成する必要があり
ます。ブートサーバーの作成方法については、199ページの「CDイメージを使
用してサブネット上にブートサーバーを作成する方法」を参照してください。

x86 CDメディアを使用して SPARCシステムに x86インストール
サーバーを作成する

Solaris 10 3/05リリースでは、この例を使用して SPARCシステム上に x86ネット
ワークインストールイメージを作成します。

Solaris 10 1/06以降のリリースでは、x86 CDメディアを使用して SPARCインストー
ルサーバーを作成するためにリモート x86システムは必要ありません。詳細について
は、172ページの「SPARC: SPARC CDメディアまたは x86 CDメディアを使用して
SPARCインストールサーバーを作成する方法」を参照してください。

次の例では、rosemaryという名前の SPARCシステム上に x86インストールサー
バーを作成する方法を示します。次の x86 CDが、tadpoleという名前のリモート
x86システムから SPARCインストールサーバーの /export/home/cdx86ディレク
トリにコピーされます。

� Solaris 10 SOFTWARE CD (x86版)
� Solaris 10 LANGUAGES CD (x86版)

この例では、インストールサーバーで Solaris 10 OSが実行されていると仮定します。

リモート x86システムで、Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (x86版)を挿入し、次のコマ
ンドを入力します。

tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server

SPARCシステムで、次のように入力します。

例 9–4
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rosemary (SPARC-system)# cd /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server /export/home/cdx86
rosemary (SPARC-system)# cd /
rosemary (SPARC-system)# umount /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/

リモート x86システムで、次のように入力します。

tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s2

SPARCシステムで、次のように入力します。

rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86

インストールする Solaris 10 SOFTWARE CDごとに、上記のコマンドを繰り返しま
す。

rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86

この例では、各コマンドを実行する前に各 CDがドライブに挿入され、自動的にマウ
ントされるものとします。各コマンドの実行が終了すると、CDが取り出されます。

インストールの続行

インストールサーバーを設定したあと、クライアントをインストールクライアントと
して追加する必要があります。ネットワーク経由でインストールするクライアントシ
ステムの追加方法については、200ページの「CDイメージを使用してネットワークか
らインストールするシステムの追加」を参照してください。

DHCPを使用しておらず、クライアントシステムがインストールサーバーとは異なる
サブネット上にある場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。詳細は、198
ページの「CDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照
してください。

setup_install_serverコマンドおよび add_to_install_serverコマンドの詳
細については、install_scripts(1M)を参照してください。

� SPARC CDメディアを使用して x86システムに
SPARCインストールサーバーを作成する方法
ここでは、SPARC CDメディアを使用して x86システム上に SPARCインストール
サーバーを作成する手順を説明します。

コマンド入力例中の x86-systemはインストールサーバーとなる x86システムを、
remote SPARC systemは SPARC CDメディアを使用するリモート SPARCシステムを
表します。

参考

参照
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この作業を行うには、次のものが必要です。

� x86システム

� CD-ROMドライブを備えた SPARCシステム

� リモート SPARCシステム用の CDセット

� Solaris 10 SOFTWARE CD (SPARC版)
� Solaris 10 LANGUAGES CD (SPARC版)

非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合は、CD
ベースのネットワークインストールイメージを使用してシステムをアップグレードす
ることはできません。Solaris 10 DVDからネットワークインストールイメージを作成
する必要があります。DVDからネットワークインストールイメージを作成する方法
については、第 8章を参照してください。

注 –この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定してい
ます。ボリュームマネージャーを使用せずにリムーバブルメディアを管理する方法に
ついては、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してくだ
さい。

1. リモート SPARCシステム上で、スーパーユーザーになります。

このシステムには CD-ROMドライブが必要です。さらに、システムは、このサイ
トのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。
ネームサービスを使用する場合、システムのネームサービスは、NIS、NIS+、
DNS、LDAPのいずれかでなければなりません。ネームサービスを使用しない場
合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。

2. リモート SPARCシステム上で、システムのドライブに Solaris 10 SOFTWARE - 1
CD (SPARC版)を挿入します。

3. リモート SPARCシステム上で、次のエントリを /etc/dfs/dfstabファイルに
追加します。

share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1

4. リモート SPARCシステム上で、NFSデーモンを起動します。

� インストールサーバーで Solaris 10 OSまたはその互換バージョンが実行され
ている場合は、次のコマンドを入力します。

remote-SPARC-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server

� インストールサーバーで Solaris 9 OSまたはその互換バージョンが実行されて
いる場合は、次のコマンドを入力します。

remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start

始める前に

手順
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5. リモート SPARCシステム上で shareコマンドを実行し、ほかのシステムが CDを
利用可能であることを確認します。

remote-SPARC-system# share
- /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s1 ro,anon=0 " "

上のサンプル出力では、sol_10_sparcは、SPARCシステム上の Solaris 10 OS
を指します。このテキスト文字列は、Solaris OSのバージョンによって異なりま
す。

6. SPARCインストールサーバーとして使用する x86システム上で、スーパーユー
ザーになります。

7. CDがリモート x86システム上で適切にエクスポートされていることを確認しま
す。

x86-system# showmount -e remote-SPARC-system
export list for remote-SPARC-system:
/cdrom/sol_10_sparc/s0 (everyone)
/cdrom/sol_10_sparc/s1 (everyone)

8. x86システム上で、マウントされたディスクの Toolsディレクトリに移動しま
す。

x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Tools

9. x86システム上で、インストールサーバーのハードディスク内の、
setup_install_serverコマンドを使用して作成したディレクトリにドライブ
内のディスクをコピーします。

x86-system# ./setup_install_server install_dir_path

install_dir_path ディスクイメージをコピーするディレクトリを指定します。空
のディレクトリを指定してください。

注 – setup_install_serverコマンドは、Solaris 10 SOFTWAREのディスクイ
メージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できる
ディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。

10. x86システム上で、トップディレクトリに移動します。

x86-system# cd /

11. x86システム上で、両方のディレクトリのマウントを解除します。

x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0
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12. SPARCシステム上で、両方の CD-ROMスライスの共有を解除します。

remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0

remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2

13. SPARCシステム上で、Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (SPARC版)を取り出しま
す。

14. Solaris 10 SOFTWARE - 2 CD (SPARC版)を x86システムの CD-ROMドライブ
に挿入します。

15. x86システム上で、マウントされた CDの Toolsディレクトリに移動します。

x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools

16. x86システム上で、CDをインストールサーバーのハードディスクにコピーしま
す。

x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

17. Solaris 10 SOFTWARE - 2 CD (SPARC版)を取り出します。

18.インストールする Solaris 10 SOFTWARE CDごとに、手順 14から手順 17を繰り
返します。

19. x86システム上で、Solaris 10 LANGUAGES CD (SPARC版)を x86システムの
CD-ROMドライブに挿入し、CDをマウントします。

20. x86システム上で、マウントされた CDの Toolsディレクトリに移動します。

x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools

21. x86システム上で、CDをインストールサーバーのハードディスクにコピーしま
す。

x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path

install_dir_path CDイメージをコピーするディレクトリを指定します。

22. setup_install_serverによって作成されたネットインストールイメージ上の
ミニルート (Solaris_10/Tools/Boot)にあるファイルにパッチを適用するか決
定します。

� 適用しない場合は、次の手順に進みます。

� 適用する場合は、patchadd -C コマンドを使用して、ミニルートにある
ファイルにパッチを適用します。
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注意 – patchadd -Cを使用する前には必ず、パッチの READMEを読むか、ご購
入先におたずねください。

23.ブートサーバーを作成する必要があるかどうかを判断します。

� インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム)が同じ
サブネット上にある場合、あるいは、DHCPを使用している場合、ブートサー
バーを作成する必要はありません。200ページの「CDイメージを使用して
ネットワークからインストールするシステムの追加」を参照してください。

� インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在
せず、DHCPを使用していない場合は、ブートサーバーを作成する必要があり
ます。ブートサーバーの作成方法については、199ページの「CDイメージを使
用してサブネット上にブートサーバーを作成する方法」を参照してください。

SPARC CDメディアを使用して x86システムに SPARCインストー
ルサーバーを作成する

次の例では、richardsという名前の x86システム上に SPARCインストールサー
バーを作成する方法を示します。次の SPARC CDが、simpsonという名前のリモー
ト SPARCシステムから x86インストールサーバーの /export/home/cdsparc
ディレクトリにコピーされます。

� Solaris 10 SOFTWARE CD (SPARC版)
� Solaris 10 LANGUAGES CD (SPARC版)

この例では、インストールサーバーで Solaris 10 OSが実行されていると仮定します。

リモート SPARCシステムで、Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (SPARC版)を挿入し、次
のコマンドを入力します。

simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server

x86システムで、次のように入力します。

richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0//Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# cd /
richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0/

リモート SPARCシステムで、次のように入力します。

simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s1

x86システムで、次のように入力します。

例 9–5
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richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc

インストールする Solaris 10 SOFTWARE (x86版)ごとに、上記のコマンドを繰り返し
ます。

richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc

この例では、各コマンドを実行する前に各 CDがドライブに挿入され、自動的にマウ
ントされるものとします。各コマンドの実行が終了すると、CDが取り出されます。

インストールの続行

インストールサーバーを設定したあと、クライアントをインストールクライアントと
して追加する必要があります。ネットワーク経由でインストールするクライアントシ
ステムの追加方法については、200ページの「CDイメージを使用してネットワークか
らインストールするシステムの追加」を参照してください。

DHCPを使用しておらず、クライアントシステムがインストールサーバーとは異なる
サブネット上にある場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。詳細は、198
ページの「CDイメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照
してください。

setup_install_serverコマンドおよび add_to_install_serverコマンドの詳
細については、install_scripts(1M)を参照してください。

CDイメージを使用したサブネット上で
のブートサーバーの作成
Solarisソフトウェアをネットワークからインストールするためには、インストール
サーバーを作成する必要があります。ブートサーバーは必ずしも設定する必要はあり
ません。ブートサーバーには、ネットワーク上でシステムをブートするために必要な
ブートソフトウェアが含まれています。一方、インストールサーバーは Solarisソフト
ウェアのインストールを行います。

� DHCPを使用してインストールパラメータを設定している場合、あるいは、イン
ストールサーバーとクライアントが同じサブネット上にある場合、ブートサーバー
は必要ありません。200ページの「CDイメージを使用してネットワークからイン
ストールするシステムの追加」に進みます。

参考

参照
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� インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上に存在せず、DHCPを
使用していない場合は、サブネットごとにブートサーバーを作成する必要がありま
す。サブネットごとにインストールサーバーを作成することもできますが、インス
トールサーバーはより多くのディスク容量を必要とします。

� CDイメージを使用してサブネット上にブートサー
バーを作成する方法

1. サブネット内でブートサーバーとして使用するシステムにログインし、スーパー
ユーザーになります。

システムにローカルの CD-ROMドライブが存在するか、あるいはリモートの
Solaris 10ディスクイメージ (通常はインストールサーバー上にある)にアクセスで
きる必要があります。ネームサービスを使用する場合は、システムがすでにその
ネームサービスに登録されていなければなりません。ネームサービスを使用しない
場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。

2. インストールサーバーから Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDイメージをマウントし
ます。

# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt

server_name: path インストールサーバー名とディスクイメージの絶対パスを指
定します。

3. ブートイメージ用のディレクトリを作成します。

# mkdir -p boot_dir_path

boot_dir_path ブートソフトウェアをコピーするディレクトリを指定します。

4. Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDイメージの Toolsディレクトリへ移動します。

# cd /mnt/Solaris_10/Tools

5. ブートソフトウェアをブートサーバーにコピーします。

# ./setup_install_server -b boot_dir_path

-b システムをブートサーバーとして設定することを示します。

boot_dir_path ブートソフトウェアをコピーするディレクトリを指定します。

注 – setup_install_serverコマンドは、イメージをコピーする十分なディスク
容量があるかどうかを調べます。利用できるディスク容量を調べるには、df -kl
コマンドを使用します。

手順
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6. ルート (/)ディレクトリへ移動します。

# cd /

7. インストールイメージをマウント解除します。

# umount /mnt

CDメディアを使用してサブネット上にブートサーバーを作成する

次の例は、ブートサーバーをサブネット上に作成する方法を示したものです。次のコ
マンドを実行すると、Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (SPARC版)イメージのブートソ
フトウェアがシステムのローカルディスク (/export/install/boot)にコピーされ
ます。

# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# cd /mnt/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt

この例では、コマンドを実行する前に各ディスクがドライブに挿入され、自動的にマ
ウントされるものとします。コマンドの実行が終了すると、ディスクが取り出されま
す。

インストールの続行

ブートサーバーを設定したあと、クライアントをインストールクライアントとして追
加する必要があります。ネットワーク経由でインストールするクライアントシステム
の追加方法については、200ページの「CDイメージを使用してネットワークからイン
ストールするシステムの追加」を参照してください。

setup_install_serverコマンドの詳細は、install_scripts(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

CDイメージを使用してネットワークか
らインストールするシステムの追加
インストールサーバーとブートサーバー (必要な場合)を作成したあと、ネットワーク
からインストールする各システムを設定する必要があります。インストールする各シ
ステムは、次の各項目にアクセスできる必要があります。

� インストールサーバー

例 9–6

参考

参照
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� ブートサーバー (必要な場合)

� sysidcfgファイル (sysidcfgファイルを使用してシステム構成情報を事前設定
する場合)

� ネームサーバー (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事前設定する場合)

� プロファイルサーバー上の JumpStartディレクトリにあるプロファイル (カスタム
JumpStartインストールを使用する場合)

インストールサーバーとクライアントの設定には、add_install_clientを使用し
て次の作業を実行してください。次の手順の例も参照してください。

� DHCPを使用してインストールパラメータを設定する場合は、例 9–7を参照して
ください。

� インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上にある場合は、例 9–8を
参照してください。

� インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上になく、かつ、DHCP
を使用していない場合は、例 9–9を参照してください。

� DHCPを使用して x86クライアントのインストールパラメータを設定する場合
は、例 9–10および例 9–11を参照してください。

� x86システムのインストール中に特定のシリアルポートを使用して出力を表示する
場合は、例 9–12を参照してください。

� x86クライアントのインストール時に、特定のネットワークインタフェースを使用
するように設定する場合は、例 9–13を参照してください。

このコマンドで使用できるオプションについての詳細は、
add_install_client(1M)のマニュアルページを参照してください。

� add_install_clientを実行してネットワーク
からインストールするシステムを追加する方法
(CD)
インストールサーバーを作成したら、ネットワークからインストールする各システム
を設定する必要があります。

ネットワークからインストールするように x86クライアントを設定するには、次の手
順のように add_install_clientを使用します。

ブートサーバーが存在する場合は、インストールサーバーのインストールイメージを
共有しているか確認してください。「インストールサーバーを作成する方法」の手
順 6を参照してください。

インストールする各システムは、次の各項目にアクセスできる必要があります。

始める前に
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� インストールサーバー

� ブートサーバー (必要な場合)

� sysidcfgファイル (sysidcfgファイルを使用してシステム構成情報を事前設定
する場合)

� ネームサーバー (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事前設定する場合)

� プロファイルサーバー上の JumpStartディレクトリにあるプロファイル (カスタム
JumpStartインストールを使用する場合)

1. インストールサーバーまたはブートサーバー上でスーパーユーザーになります。

2. NIS、NIS+、DNS、または LDAPのネームサービスを使用する場合、インストー
ルするシステムについての次のような情報がネームサービスに追加されていること
を確認します。

� ホスト名
� IPアドレス
� Ethernetアドレス

ネームサービスの詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

3. インストールサーバー上の Solaris 10 CDイメージの Toolsディレクトリに移動
します。

# cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools

install_dir_path Toolsディレクトリのパスを指定します。

4. ネットワークでインストールするためのシステムを設定します。

# ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \
-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path -p sysid_server:path \
-t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \

-e ethernet_address client_name platform_group

-d
クライアントが DHCPを使用してネットワークインストールパラメータを取得
することを指定します。-dだけを使用した場合、add_install_clientコマ
ンドは、同じクラスに属するすべてのクライアントシステム (たとえばすべての
SPARCクライアントマシン)のインストール情報を設定します。特定のクライ
アントのインストール情報を設定する場合は、-dと -eを併用します。

x86クライアントの場合、このオプションを指定し、PXEネットワークブート
を使用してネットワークからシステムをブートしてください。このオプション
を指定すると、DHCPサーバーに作成する必要のある DHCPオプションの一覧
が出力されます。

DHCPを使用した特定のクラスのインストールの詳細は、109ページ
の「Solarisインストールパラメータ用の DHCPオプションとマクロの作成」を
参照してください。

手順
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-s install_server:install_dir_path
インストールサーバーの名前とパスを指定します。

� install_serverは、インストールサーバーのホスト名です。
� install_dir_pathは、Solaris 10 CDイメージの絶対パスです。

-c jumpstart_server :jumpstart_dir_path
カスタム JumpStartインストールの JumpStartディレクトリを指定します。
jumpstart_serverには JumpStartディレクトリがあるサーバーのホスト名を指定
します。jumpstart_dir_pathは、JumpStartディレクトリへの絶対パスです。

-p sysid_server :path
システムの構成情報を事前設定するための sysidcfgファイルのパスを指定し
ます。sysid_serverは、このファイルを持っているサーバーの有効なホスト名ま
たは IPアドレスです。pathは、sysidcfgファイルを含むディレクトリの絶対
パスです。

-t boot_image_path
Solaris 10ネットインストールイメージ、CD、または DVD上の Toolsディレ
クトリにあるブートイメージ以外のブートイメージを使用する場合、代替ブー
トイメージへのパスを指定します。

-b “boot-property= value”
x86システムのみ:ネットワークからクライアントをブートするときに使用する
ブートプロパティー変数の値を設定できます。-bは、-eオプションと組み合
わせて使用する必要があります。

ブートプロパティーについては、eeprom(1M)のマニュアルページを参照して
ください。

-e ethernet_address
インストールするクライアントの Ethernetアドレスを指定します。このオプ
ションを指定すると、特定のクライアントが使用するインストール情報 (クライ
アントのブートファイルなど)を設定できます。

Solaris 10 3/05リリースおよびその互換バージョンでは、-eオプションを使用
すると接頭辞 nbp.の付いたブートファイルが作成されます。たとえば、x86
ベースのクライアントに -e 00:07:e9:04:4a:bf を指定した場合、このコマ
ンドによってブートファイル nbp.010007E9044ABF.i86pcが作成されま
す。

x86版 Solaris 10 1/06以降のリリースでは、ブートファイルの名前に接頭辞
nbp.は使用されません。たとえば、x86ベースのクライアントに -e
00:07:e9:04:4a:bfを指定した場合、このコマンドによってブートファイル
010007E9044ABF.i86pcが /tftpbootディレクトリに作成されます。ただ
し、Solaris 10 1/06リリースでは接頭辞 nbp.の付いた従来のブートファイルも
サポートしています。

DHCPを使用した特定のクライアントのインストールの詳細は、109ページ
の「Solarisインストールパラメータ用の DHCPオプションとマクロの作成」を
参照してください。
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client_name
ネットワークからインストールするシステムの名前を指定します。この名前は
インストールサーバーのホスト名ではありません。

platform_group
インストールするシステムのプラットフォームグループを指定します。プ
ラットフォームグループの詳細は、48ページの「プラットフォーム名とプ
ラットフォームグループ」を参照してください。

SPARC: DHCPを使用している場合の SPARCインストールサー
バー上の SPARCインストールクライアントの追加方法 (CD)

次の例では、DHCPを使用してネットワーク上でインストールパラメータを設定して
いるときに、インストールクライアントを追加する方法を説明します。インストール
クライアントは、basilという名前の Ultra 5システムです。ファイルシステム
/export/home/cdsparc/Solaris_10/Toolsには、add_install_clientコマ
ンドが入っています。

DHCPを使用してネットワークインストール用のインストールパラメータを設定する
方法については、108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定
(作業)」を参照してください。

sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u

インストールサーバーと同じサブネット上にあるインストールクラ
イアントの追加方法 (CD)

次の例に、インストールサーバーと同じサブネット上にあるインストールクライアン
トを追加する方法を示します。インストールクライアントは、basilという名前の
Ultra 5システムです。ファイルシステム
/export/home/cdsparc/Solaris_10/Toolsには、add_install_clientコマ
ンドが入っています。

install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u

ブートサーバーへのインストールクライアントの追加方法 (CD)

次の例に、ブートサーバーにインストールクライアントを追加する方法を示します。
インストールクライアントは、roseという名前の Ultra 5システムです。次のコマン
ドはブートサーバー上で実行します。-sオプションには、/export/home/cdsparc
に Solaris 10 CDイメージを持っている rosemaryという名前のインストールサー
バーを指定しています。

boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u

例 9–7

例 9–8

例 9–9
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x86版 Solaris 10 3/05: DHCPを使用している場合の x86インストー
ルサーバー上の x86インストールクライアントの追加方法 (CD)
Solaris 10 3/05リリースでは、DHCPインストールクライアントとして x86システム
を追加する場合に SUNW.i86pcクラス名を指定する必要があります。次の例では、
DHCPを使用してネットワークのインストールパラメータを設定している場合に、
x86インストールクライアントをインストールサーバーに追加する方法を説明しま
す。-dオプションを指定すると、クライアントのネットワークインストールパラメー
タを構成する際に、DHCPプロトコルが使用されます。PXEネットワークブートを使
用する場合には、DHCPプロトコルを使用する必要があります。 DHCPクラス名
SUNW.i86pcは、このコマンドが単一のクライアントだけでなく、ネットワーク上の
すべての Solaris x86ブートクライアントに適用されることを意味します。-sオプ
ションには、rosemaryという名前のインストールサーバーからクライアントをイン
ストールすることを指定します。このサーバーは、/export/home/cdx86に Solaris
10 SOFTWARE - 1 CD (x86版)イメージを保持しています。

DHCPを使用してネットワークインストール用のインストールパラメータを設定する
方法については、108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定
(作業)」を参照してください。

install server# cd /export/boot/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 SUNW.i86pc i86pc

x86: DHCPを使用している場合の x86インストールサーバー上の単
一 x86インストールクライアントの追加方法 (CD)
Solaris 10 1/06以降のリリースの場合、GRUBブートローダーは SUNW.i86pcの
DHCPクラス名は使用しません。次の例では、DHCPを使用してネットワークのイン
ストールパラメータを設定している場合に、x86インストールクライアントをインス
トールサーバーに追加する方法を説明します。-dオプションを指定すると、クライア
ントのネットワークインストールパラメータを構成する際に、DHCPプロトコルが使
用されます。PXEネットワークブートを使用する場合には、DHCPプロトコルを使用
する必要があります。-eオプションが指定されているので、Ethernetアドレスが
00:07:e9:04:4a:bfと一致するクライアントに対してのみ、インストールが行われま
す。-sオプションには、rosemaryという名前のインストールサーバーからクライ
アントをインストールすることを指定します。このサーバーは、
/export/home/cdx86に Solaris 10 Operating System DVD (x86版)イメージを保持
しています。

x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc

このコマンドは、Ethernetアドレス 00:07:e9:04:4a:bfのクライアントをインストール
クライアントとして設定します。ブートファイル 010007E9044ABF.i86pcがイン
ストールサーバー上に作成されます。以前のリリースでは、このブートファイルは
nbp.010007E9044ABF.i86pcと命名されていました。

DHCPを使用してネットワークインストール用のインストールパラメータを設定する
方法については、108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定
(作業)」を参照してください。

例 9–10

例 9–11
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x86:ネットワークインストール時に使用するシリアルコンソールの
指定 (CD)
次の例は、x86インストールクライアントをインストールサーバーに追加して、イン
ストール時に使用するシリアルコンソールを指定する方法を示しています。この例で
は、インストールクライアントは次のように設定されます。

� -dオプションが指定されているので、クライアントは DHCPを使用してインス
トールパラメータを設定します。

� -eオプションが指定されているので、Ethernetアドレスが 00:07:e9:04:4a:bfと一
致するクライアントに対してのみ、インストールが行われます。

� -bオプションが指定されているので、インストールプログラムは入出力デバイス
としてシリアルポート ttyaを使用します。

次のコマンドセットのいずれかを選択してクライアントを追加します。

� Solaris 10 3/05リリースの場合は、次のコマンドを入力します。

install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc

� Solaris 10 1/06以降のリリースの場合は、次のコマンドを入力します。

install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc

-bオプションで使用可能なブートプロパティー変数の詳細は、eeprom(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

x86版 Solaris 10 3/05:ネットワークインストール時に使用するブー
トデバイスの指定 (CD)
Solaris 10 3/05リリースでは、x86クライアントシステムのインストール中に使用す
るブートデバイスを指定できます。次の例は、x86インストールクライアントをイン
ストールサーバーに追加して、インストール時に使用するブートデバイスを指定する
方法を示します。インストールクライアントの設定時にブートデバイスを指定する
と、インストール時、Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助)はこの情
報の入力プロンプトを表示しません。

この例では、インストールクライアントは次のように設定されます。

� -dオプションが指定されているので、クライアントは DHCPを使用してインス
トールパラメータを設定します。

� -eオプションが指定されているので、Ethernetアドレスが 00:07:e9:04:4a:bfと一
致するクライアントに対してのみ、インストールが行われます。

� 1番目と 2番目の -bオプションにより、インストールプログラムの入出力デバイ
スがシリアルポート ttyaに設定されます。

� 3番目の -bオプションにより、インストールプログラムがインストール時に特定
のブートデバイスを使用するように設定されます。

例 9–12

例 9–13
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注 –ブートデバイスパスの値は、使用するハードウェアによって異なります。

� クライアントは x86システムであるため、プラットフォーム名には i86pcを指定し
ます。

install server# cd /export/boot/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc

-bオプションで使用可能なブートプロパティー変数の詳細は、eeprom(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

インストールの続行

DHCPサーバーを使用してネットワーク経由で x86ベースのクライアントをインス
トールする場合は、DHCP サーバーを構成して、add_install_client -d コマン
ドの出力で一覧表示されるオプションおよびマクロを作成します。ネットワークイン
ストールをサポートするように DHCPサーバーを構成する方法については、108ペー
ジの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照してくださ
い。

x86システム: DHCPサーバーを使用していない場合は、ローカルの Solaris OS DVD
か CD、またはブート用フロッピーディスクからシステムをブートする必要がありま
す。ブート用フロッピーディスクを作成する方法については、207ページの「x86版
Solaris 10 3/05:ブートソフトウェアのフロッピーディスクへのコピー」を参照してく
ださい。

add_install_clientコマンドの詳細は、install_scripts(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

x86版 Solaris 10 3/05:ブートソフト
ウェアのフロッピーディスクへのコピー
Solaris 10 3/05リリースでは、Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイ
ス構成用補助)を使用してさまざまなハードウェア構成作業およびブート作業を行う
ことができます。Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補
助)イメージは、Solaris 10 Operating System DVD (x86版)または Solaris 10
SOFTWARE - 2 CD (x86版)の Toolsディレクトリ内に存在します。

参考

参照
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注 – Solaris 10 1/06以降のリリースでは、Solaris 10 3/05 Device Configuration
Assistant (デバイス構成用補助)は Solaris OSに含まれていません。

次のいずれかの状況では、ブート用フロッピーディスクを作成する必要があります。

� 使用しているクライアントシステムがネットワーク経由のブートをサポートしてい
ない。

� ネットワークインストールをサポートしている DHCPサーバーがネットワークに
存在しない。

次の手順を使用して、ブートイメージを 3.5インチのフロッピーディスクにコピーし
てください。

注 – DVDまたは CDメディアから直接ブートすることも、ネットイメージと PXEを
使用してブートすることも可能です。これらのブート方法の詳細は、128ページ
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の概要」を参照し
てください。

� x86:ブートソフトウェアをフロッピーディスクに
コピーする方法

注 –この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定してい
ます。ボリュームマネージャーを使用せずにフロッピーディスクおよびほかのディス
クを管理する方法については、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステ
ム)』を参照してください。

1. フロッピーディスクドライブを持つ x86システムに、スーパーユーザーとしてログ
インします。

2. DVD-ROMまたは CD-ROMドライブを備えたシステムの場合、Solaris 10
Operating System DVD (x86版)または Solaris 10 SOFTWARE - 2 CD (x86版)を
ドライブに挿入します。

ボリュームマネージャーによってディスクがマウントされます。

3. ブートイメージが入っているディレクトリに移動します。

� DVDメディアの場合は、次のように入力します。

# cd /cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools

� CDメディアの場合は、次のように入力します。

手順
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# cd /cdrom/sol_10_x86/Solaris_10/Tools

4. 空のフロッピーディスクまたは上書き可能なディスクをフロッピーディスクドライ
ブに挿入します。

5. ボリュームマネージャーに対し、新しいメディアをチェックするように指示しま
す。

# volcheck

6. フロッピーディスクをフォーマットします。

注意 –この手順によって、フロッピーディスク上のデータはすべて消去されます。

# fdformat -d -U

7. ファイルをフロッピーディスクにコピーします。

# dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k

8. コマンド行で eject floppy と入力してから、手動でドライブからフロッピー
ディスクを取り出します。

インストールの続行

Solaris OSをネットワーク経由でインストールする場合は、209ページの「CDイメー
ジを使用した、ネットワークからのブートとインストール」を参照してください。

CDイメージを使用した、ネットワーク
からのブートとインストール
システムをインストールクライアントとして追加したら、クライアントに対して
ネットワークからインストールを行うことができます。この節では、次の作業につい
て説明します。

� ネットワーク経由で SPARCシステムのブートおよびインストールを実行する方法
については、210ページの「SPARC:ネットワーク経由でクライアントをブートす
る方法 (CD)」を参照してください。

� Solaris 10 3/05リリースの場合、ネットワーク経由で x86システムのブートおよび
インストールを実行する方法については、212ページの「x86版 Solaris 10 3/05:
ネットワーク経由でクライアントをブートする方法 (CD)」を参照してください。

参考
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� Solaris 10 1/06以降のリリースの場合、ネットワーク経由で x86システムのブート
およびインストールを実行する方法については、214ページの「x86: GRUBを使用
してネットワーク経由でクライアントをブートする方法 (CD)」を参照してくださ
い。

� SPARC:ネットワーク経由でクライアントをブート
する方法 (CD)
この手順では、次の作業が完了していることを前提としています。

� インストールサーバーを設定する。CDメディアからインストールサーバーを作成
する方法については、172ページの「SPARC: SPARC CDメディアまたは x86 CD
メディアを使用して SPARCインストールサーバーを作成する方法」を参照してく
ださい。

� 必要に応じて、ブートサーバーまたは DHCPサーバーを設定する。インストール
対象であるシステムがインストールサーバーとは異なるサブネット上にある場合
は、ブートサーバーを設定するか、DHCPサーバーを使用する必要があります。
ブートサーバーを設定する方法については、198ページの「CDイメージを使用し
たサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照してください。ネットワークイ
ンストールをサポートするように DHCPサーバーを設定する方法については、
108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照
してください。

� インストールに必要な情報を収集し、事前設定する。この作業は、次の方法のいず
れか 1つ、あるいはいくつかを組み合わせて実行できます。

� 69ページの「インストール用のチェックリスト」を使用して情報を収集する。

� sysidcfgファイルを作成する (sysidcfgファイルを使用してシステム構成
情報を事前設定する場合)。sysidcfgファイルの作成方法については、
87ページの「sysidcfgファイルによる事前設定」を参照してください。

� ネームサーバーを設定する (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事
前設定する場合)。ネームサービスを使用して情報を事前設定する方法について
は、104ページの「ネームサービスによる事前設定」を参照してください。

� プロファイルサーバー上の JumpStartディレクトリにプロファイルを作成する
(カスタム JumpStartインストールを使用する場合)。カスタム JumpStartイン
ストールの設定方法については、『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の第 6章「カスタム JumpStartインストールの準備 (作
業)」を参照してください。

始める前に

210 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月



注 –非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合は、
CDベースのネットワークインストールイメージを使用してシステムをアップグレー
ドすることはできません。Solaris 10 DVDからネットワークインストールイメージを
作成する必要があります。DVDからネットワークインストールイメージを作成する
方法については、第 8章を参照してください。

1. クライアントシステムの電源を入れます。

システムが動作中の場合は、システムの実行レベルを 0にします。

okプロンプトが表示されます。

2. ネットワークからシステムをブートします。

� Solarisの対話式インストール GUIを使用してインストールを行うには、次の
コマンドを入力します。

ok boot net - install

� Solarisの対話式テキストインストーラをデスクトップセッションで使用してイ
ンストールを行うには、次のコマンドを入力します。

ok boot net - text

� Solarisの対話式テキストインストーラをコンソールセッションで使用してイン
ストールを行うには、次のコマンドを入力します。

ok boot net - nowin

システムがネットワークからブートします。

3. システム構成の質問に答えます。

� すべてのシステム情報が事前設定されている場合は、構成情報の入力は求めら
れません。詳細は、第 6章を参照してください。

� 事前設定されていないシステム情報がある場合は、69ページの「インストール
用のチェックリスト」を参照して、構成の質問に答えてください。

GUIを使用している場合は、システム構成情報の確認が終わると、「ようこそ
(Welcome)」画面が表示されます。

4. さらに質問が表示されたら、質問にすべて答えてインストールを完了します。

� すべてのインストールオプションが事前設定されている場合は、インストール
プログラムからインストール情報の入力は求められません。詳細は、第 6章を
参照してください。

� 事前設定されていないインストールオプションがある場合は、69ページの「イ
ンストール用のチェックリスト」を参照して、インストールの質問に答えてく
ださい。

手順
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� 非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合
は、次の手順に従ってください。

a. 初期インストールかアップグレードかを選択するプロンプトが表示された
ら、「アップグレード (Upgrade)」を選択します。「次へ (Next)」をク
リックします。

b. 複数のルート (/)パーティションが存在するシステムの場合は、「アップグ
レードするバージョンの選択 (Select Version to Upgrade)」パネルでアップ
グレードするパーティションを選択します。

Solarisインストールプログラムは、このアップグレードをカスタマイズす
ることはできないというメッセージを表示します。Solarisインストールプ
ログラムは、このシステムをアップグレードできるかどうかを判断するため
に、システムを解析します。「アップグレードの準備完了 (Ready to
Upgrade)」パネルが表示されます。

ルートパーティションが 1つだけの場合、Solarisインストールプログラム
はアップグレードするパーティションを選択するプロンプトを表示しませ
ん。パーティションは自動的に選択されます。

c. アップグレードを続行する場合は、「アップグレードの準備完了 (Ready to
Upgrade)」パネルの「インストール開始 (Install Now)」をクリックしま
す。

Solarisインストールプログラムは、システムのアップグレードを開始しま
す。

アップグレードを続行しない場合は、「戻る (Back)」をクリックして初期イ
ンストールを実行します。

Solarisインストール GUIによる対話式インストールを完了する方法については、
『Solaris 10インストールガイド (基本編)』の「Solarisインストールプログラムを使
用してインストールまたはアップグレードを行う方法」を参照してください。

� x86版 Solaris 10 3/05:ネットワーク経由でクライ
アントをブートする方法 (CD)
ネットワーク経由でシステムをインストールするには、ネットワーク経由でブートす
るようにクライアントシステムに指示する必要があります。システム BIOSまたは
ネットワークアダプタ BIOSのどちらか一方、またはその両方の BIOS設定プログラ
ムを使うことによって、クライアントシステム上でネットワークブートを使用できる
ようにします。いくつかのシステムでは、ほかのデバイスからのブートよりも先に
ネットワークブートが実行されるように、ブートデバイスの優先順位を調整する必要
があります。各設定プログラムに関しては、製造業者のマニュアルを参照するか、ま
たはブート中に表示される設定プログラムの指示を参照してください。

この手順では、次の作業が完了していることを前提としています。

参照
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� インストールサーバーを設定する。CDメディアからインストールサーバーを作成
する方法については、180ページの「x86: CDメディアによる x86インストール
サーバーの作成」を参照してください。

� 必要に応じて、ブートサーバーまたは DHCPサーバーを設定する。インストール
対象であるシステムがインストールサーバーとは異なるサブネット上にある場合
は、ブートサーバーを設定するか、DHCPサーバーを使用する必要があります。
ブートサーバーを設定する方法については、198ページの「CDイメージを使用し
たサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照してください。ネットワークイ
ンストールをサポートするように DHCPサーバーを設定する方法については、
108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照
してください。

� インストールに必要な情報を収集し、事前設定する。この作業は、次の方法のいず
れか 1つ、あるいはいくつかを組み合わせて実行できます。

� 69ページの「インストール用のチェックリスト」を使用して情報を収集する。

� sysidcfgファイルを作成する (sysidcfgファイルを使用してシステム構成
情報を事前設定する場合)。sysidcfgファイルの作成方法については、
87ページの「sysidcfgファイルによる事前設定」を参照してください。

� ネームサーバーを設定する (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事
前設定する場合)。ネームサービスを使用して情報を事前設定する方法について
は、104ページの「ネームサービスによる事前設定」を参照してください。

� プロファイルサーバー上の JumpStartディレクトリにプロファイルを作成する
(カスタム JumpStartインストールを使用する場合)。カスタム JumpStartイン
ストールの設定方法については、『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の第 6章「カスタム JumpStartインストールの準備 (作
業)」を参照してください。

この手順では、システムをネットワークからブートできることも前提としています。
システムをネットワークからブートできない場合、ネットワーク経由でインストール
を行うには、ブート用フロッピーディスクを作成する必要があります。ブート用フ
ロッピーディスクの作成方法については、207ページの「x86版 Solaris 10 3/05:ブー
トソフトウェアのフロッピーディスクへのコピー」を参照してください。

1. システムの電源を入れます。

2. 適切な組み合わせでキーを押して、システム BIOSに入ります。

PXE対応ネットワークアダプタの中には、ブート時にしばらく表示されるプロン
プトに対して特定のキーを押すと、PXEブートを実行する機能を持つものがあり
ます。

3. ネットワークからブートするようにシステム BIOSで指定します。

ブートの優先順位を BIOSで設定する方法については、ハードウェアのマニュアル
を参照してください。

4. BIOSを終了します。

システムがネットワークからブートします。

手順

第 9章 • CDメディアを使用したネットワークインストールの準備 (作業) 213



5. プロンプトが表示されたら、インストールの種類を選択します。

� Solarisの対話式インストール GUIを使用する場合は、1と Enterキーを押し
ます。

� カスタム JumpStartインストールを実行するには、2と Enterキーを押しま
す。

� Solarisの対話式テキストインストーラをデスクトップセッションで使用する場
合は、3と Enterキーを押します。

� Solarisの対話式テキストインストーラをコンソールセッションで使用する場合
は、4と Enterキーを押します。

インストールプログラムが開始します。

6. システム構成の質問に答えます。

� すべてのシステム情報が事前設定されている場合は、構成情報の入力は求めら
れません。詳細は、第 6章を参照してください。

� 事前設定されていないシステム情報がある場合は、69ページの「インストール
用のチェックリスト」を参照して、構成の質問に答えてください。

インストール GUIを使用している場合は、システム構成情報の確認が終わると、
「ようこそ (Welcome)」画面が表示されます。

7. システムがネットワーク経由でブートし、インストールされたら、次回以降は
ディスクドライブからブートするようにシステムに指示します。

Solarisインストール GUIによる対話式インストールを完了する方法については、
『Solaris 10インストールガイド (基本編)』の「Solarisインストールプログラムを使
用してインストールまたはアップグレードを行う方法」を参照してください。

� x86: GRUBを使用してネットワーク経由でクライ
アントをブートする方法 (CD)
Solaris 10 1/06以降のリリースの場合は、GRUBブートローダーを使用して x86シス
テムがインストールされます。この手順では、GRUBブートローダーを使用して
ネットワーク経由で x86システムをインストールする方法を説明します。GRUBブー
トローダーの概要については、第 4章を参照してください。

Solaris 10 3/05リリースの場合、ネットワーク経由で Solaris OSをインストールする
方法については 159ページの「x86版 Solaris 10 3/05:ネットワーク経由でクライアン
トをブートする方法 (DVD)」を参照してください。

ネットワーク経由でシステムをインストールするには、ネットワーク経由でブートす
るようにクライアントシステムに指示する必要があります。システム BIOSまたは
ネットワークアダプタ BIOSのどちらか一方、またはその両方の BIOS設定プログラ

参照

214 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月



ムを使うことによって、クライアントシステム上でネットワークブートを使用できる
ようにします。いくつかのシステムでは、ほかのデバイスからのブートよりも先に
ネットワークブートが実行されるように、ブートデバイスの優先順位を調整する必要
があります。各設定プログラムに関しては、製造業者のマニュアルを参照するか、ま
たはブート中に表示される設定プログラムの指示を参照してください。

この手順では、次の作業が完了していることを前提としています。

� インストールサーバーを設定する。CDメディアからインストールサーバーを作成
する方法については、140ページの「x86: SPARCまたは x86 DVDメディアを使用
して x86インストールサーバーを作成する方法」を参照してください。

� 必要に応じて、ブートサーバーまたは DHCPサーバーを設定する。インストール
対象であるシステムがインストールサーバーとは異なるサブネット上にある場合
は、ブートサーバーを設定するか、DHCPサーバーを使用する必要があります。
ブートサーバーを設定する方法については、146ページの「DVDイメージを使用
したサブネット上でのブートサーバーの作成」を参照してください。ネットワーク
インストールをサポートするように DHCPサーバーを設定する方法については、
108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照
してください。

� インストールに必要な情報を収集し、事前設定する。この作業は、次の方法のいず
れか 1つ、あるいはいくつかを組み合わせて実行できます。

� 69ページの「インストール用のチェックリスト」を使用して情報を収集する。

� sysidcfgファイルを作成する (sysidcfgファイルを使用してシステム構成
情報を事前設定する場合)。sysidcfgファイルの作成方法については、
87ページの「sysidcfgファイルによる事前設定」を参照してください。

� ネームサーバーを設定する (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事
前設定する場合)。ネームサービスを使用して情報を事前設定する方法について
は、104ページの「ネームサービスによる事前設定」を参照してください。

� プロファイルサーバー上の JumpStartディレクトリにプロファイルを作成する
(カスタム JumpStartインストールを使用する場合)。カスタム JumpStartイン
ストールの設定方法については、『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の第 6章「カスタム JumpStartインストールの準備 (作
業)」を参照してください。

この手順では、システムをネットワークからブートできることも前提としています。

注 –非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合は、
CDベースのネットワークインストールイメージを使用してシステムをアップグレー
ドすることはできません。Solaris 10 DVDからネットワークインストールイメージを
作成する必要があります。DVDからネットワークインストールイメージを作成する
方法については、第 8章を参照してください。

1. システムの電源を入れます。

始める前に

手順
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2. 適切な組み合わせでキーを押して、システム BIOSに入ります。

PXE対応ネットワークアダプタの中には、ブート時にしばらく表示されるプロン
プトに対して特定のキーを押すと、PXEブートを実行する機能を持つものがあり
ます。

3. ネットワークからブートするようにシステム BIOSで指定します。

ブートの優先順位を BIOSで設定する方法については、ハードウェアのマニュアル
を参照してください。

4. BIOSを終了します。

システムがネットワークからブートします。GRUBメニューが表示されます。

注 –使用しているネットワークインストールサーバーの構成によっては、システム
に表示される GRUBメニューが次の例と異なる場合があります。

GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-------------------------------------------------------------------------+
| Solaris 10 /sol_10_x86 |
| |
| |
+-------------------------------------------------------------------------+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, ’e’ to edit the
commands before booting, or ’c’ for a command-line.

5. 適切なインストールオプションを選択します。

� ネットワーク経由で Solaris OSをインストールするには、メニューから適切な
Solarisエントリを選択して Enterキーを押します。

140ページの「x86: SPARCまたは x86 DVDメディアを使用して x86インス
トールサーバーを作成する方法」で設定したネットワークインストールサー
バーからインストールする場合は、このエントリを選択します。

� 特定のブート引数を指定してネットワーク経由で Solaris OSをインストールす
る場合は、次の手順に従います。

インストール中にデバイス構成を変更する場合は、149ページ
の「add_install_clientを実行してネットワークからインストールするシ
ステムを追加する方法 (DVD)」に説明されているように
add_install_client コマンドを使用してあらかじめブート引数を設定して
いないと、特定のブート引数の設定が必要な場合があります。

a. GRUBメニューで、編集するインストールオプションを選択してから、e
キーを押します。

GRUBメニューに、次のようなブートコマンドが表示されます。

kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot \
module /platform/i86pc/boot_archive
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b. 矢印キーを使用して編集するブートエントリを選択してから、eキーを押し
ます。

編集するブートコマンドが、GRUB編集ウィンドウに表示されます。

c. 使用するブート引数またはオプションを入力して、ブートコマンドを編集し
ます。

GRUB編集メニューでは、次のコマンド構文を使用します。

grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \
install [url|ask] -B options install_media=media_type

ブート引数およびコマンド構文の詳細については、表 10–1を参照してくだ
さい。

d. 行なった編集を確定して GRUBメニューに戻るには、Enterキーを押しま
す。

GRUBメニューが表示されます。ブートコマンドに行なった編集が表示され
ます。

e. インストールを開始するには、GRUBメニューに bと入力します。

デフォルトのブートディスクが、システムのインストールまたはアップグレードに
必要な条件を満たしているかどうかが検査されます。Solarisインストールがシス
テム構成を検出できない場合は、不足している情報の入力を求めるプロンプトが表
示されます。

検査が完了すると、インストールの選択画面が表示されます。

6. インストールの種類を選択します。

インストールの選択画面には、次のオプションが表示されます。

Select the type of installation you want to perform:

1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5 Apply driver updates
6 Single user shell

Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
Alternatively, enter custom boot arguments directly.

If you wait 30 seconds without typing anything,
an interactive installation will be started.

� Solaris OSをインストールするには、次のいずれかの操作を行います。

� Solarisの対話式インストール GUIを使ってインストールするには、1と入
力してから Enterキーを押します。
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� デスクトップセッションで対話式テキストインストーラを使ってインストー
ルするには、3と入力してから Enterキーを押します。

このインストールの種類を選択すると、デフォルトの GUIインストーラを
無効にしてテキストインストーラを実行します。

� コンソールセッションで対話式テキストインストーラを使ってインストール
するには、4と入力してから Enterキーを押します。

このインストールの種類を選択すると、デフォルトの GUIインストーラを
無効にしてテキストインストーラを実行します。

無人のカスタム JumpStartインストール (オプションの 2)を実行する場合は、
『Solaris 10インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)』を参照してく
ださい。

Solarisインストール GUIおよびテキストインストーラの詳細は、37ページ
の「システム要件と推奨事項」を参照してください。

システムでデバイスとインタフェースが構成され、構成ファイルが検索されま
す。kdmconfigユーティリティーでは、システムのキーボード、ディスプレ
イ、およびマウスの構成に必要なドライバが検出されます。インストールプロ
グラムが開始します。手順 7に進んでインストールを続行してください。

� インストールする前にシステム管理作業を実行する場合は、次のいずれかの操
作を行います。

� ドライバを更新するか、インストール時更新 (ITU)をインストールする場合
は、更新するためのメディアを挿入して 5を入力し、Enterキーを押しま
す。

使用するシステム上で Solaris OSを実行するために、ドライバの更新または
ITUのインストールが必要になる場合があります。ドライバの更新または
ITUのインストールを行う手順に従ってください。

� システム管理作業を実行する場合は、6を入力してから、Enterキーを押し
ます。

インストールする前にシステム管理作業を実行する必要がある場合には、シ
ングルユーザーシェルを起動します。インストールする前に実行できるシス
テム管理作業については、『Solarisのシステム管理 (基本編)』を参照して
ください。

これらのシステム管理作業が完了すると、前の手順で表示されたオプションリ
ストが表示されます。インストールを続行する場合は、適切なオプションを選
択してください。

7. システム構成の質問に答えます。

� すべてのシステム情報が事前設定されている場合は、構成情報の入力は求めら
れません。詳細は、第 6章を参照してください。

� 事前設定されていないシステム情報がある場合は、69ページの「インストール
用のチェックリスト」を参照して、構成の質問に答えてください。
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インストール GUIを使用している場合は、システム構成情報の確認が終わると、
「ようこそ (Welcome)」画面が表示されます。

8. さらに質問が表示されたら、質問にすべて答えてインストールを完了します。

� すべてのインストールオプションが事前設定されている場合は、インストール
プログラムからインストール情報の入力は求められません。詳細は、第 6章を
参照してください。

� 事前設定されていないインストールオプションがある場合は、69ページの「イ
ンストール用のチェックリスト」を参照して、インストールの質問に答えてく
ださい。

� 非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合
は、次の手順に従ってください。

a. 初期インストールかアップグレードかを選択するプロンプトが表示された
ら、「アップグレード (Upgrade)」を選択します。「次へ (Next)」をク
リックします。

b. 複数のルート (/)パーティションが存在するシステムの場合は、「アップグ
レードするバージョンの選択 (Select Version to Upgrade)」パネルでアップ
グレードするパーティションを選択します。

Solarisインストールプログラムは、このアップグレードをカスタマイズす
ることはできないというメッセージを表示します。Solarisインストールプ
ログラムは、このシステムをアップグレードできるかどうかを判断するため
に、システムを解析します。「アップグレードの準備完了 (Ready to
Upgrade)」パネルが表示されます。

ルートパーティションが 1つだけの場合、Solarisインストールプログラム
はアップグレードするパーティションを選択するプロンプトを表示しませ
ん。パーティションは自動的に選択されます。

c. アップグレードを続行する場合は、「アップグレードの準備完了 (Ready to
Upgrade)」パネルの「インストール開始 (Install Now)」をクリックしま
す。

Solarisインストールプログラムは、システムのアップグレードを開始しま
す。

アップグレードを続行しない場合は、「戻る (Back)」をクリックして初期イ
ンストールを実行します。

9. システムがネットワーク経由でブートし、インストールされたら、次回以降は
ディスクドライブからブートするようにシステムに指示します。
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次の手順

使用するマシンに複数のオペレーティングシステムをインストールする場合、ブート
するためには、それらのオペレーティングシステムを GRUBブートローダーに認識さ
せる必要があります。詳細は、「Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the
GRUB Menu」 in『System Administration Guide: Basic Administration』を参照して
ください。

Solarisインストール GUIによる対話式インストールを完了する方法については、
『Solaris 10インストールガイド (基本編)』の「Solarisインストールプログラムを使
用してインストールまたはアップグレードを行う方法」を参照してください。

参考

参照
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第 10章

ネットワークインストールの準備 (コ
マンドリファレンス)

この章では、ネットワークインストールを設定するときに使用できるコマンドを示し
ます。この章の内容は、次のとおりです。

� 221ページの「ネットワークインストールコマンド」
� 222ページの「x86:インストールのための GRUBメニューコマンド」

ネットワークインストールコマンド
次の表に、ネットワーク経由で Solarisソフトウェアをインストールするためのコマン
ドを示します。また、これらのコマンドを使用できるプラットフォームも示します。

コマンド
プラット
フォーム 説明

add_install_client すべて システムに関するネットワークインストール情報を、ネット
ワークからインストールサーバーまたはブートサーバーに追
加するコマンド。詳細は、add_install_client(1M)の
マニュアルページを参照してください。

setup_install_server すべて Solaris 10 DVDまたは CDをインストールサーバーのローカ
ルディスクにコピーするか、ブートソフトウェアをブート
サーバーにコピーするスクリプト。詳細は、
setup_install_server(1M)のマニュアルページを参照
してください。

(CDメディアのみ)
add_to_install_server

すべて CD上のプロダクトツリー内の追加パッケージを、既存のイ
ンストールサーバー上のローカルディスクにコピーするスク
リプト。詳細は、add_to_install_server(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。
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コマンド
プラット
フォーム 説明

mount すべて ファイルシステムをマウントできるようにし、マウントされ
たファイルシステム (Solaris 10 DVDまたは Solaris 10
SOFTWAREと Solaris 10 LANGUAGES CD上のファイルシ
ステムを含む)を表示するコマンド。詳細は、mount(1M)の
マニュアルページを参照してください。

showmount -e すべて リモートホスト上の共有ファイルシステムすべてをリスト表
示するコマンド。詳細は、showmount(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

uname -i すべて システムのプラットフォーム名 (SUNW、Ultra-5_10、i86pc
など)を調べるコマンド。Solarisソフトウェアをインストー
ルするには、システムのプラットフォーム名が必要になるこ
とがあります。詳細は、uname(1)のマニュアルページを参
照してください。

patchadd -C net_install_image すべて setup_install_serverで作成した DVDまたは CDの
ネットインストールイメージ上にあるミニルート
(Solaris_10 /Tools/Boot ) にあるファイルにパッチを
追加するコマンド。これにより、Solarisインストールコマン
ドとほかのミニルート固有のコマンドにパッチを適用できま
す。net_install_imageはネットワークインストールイ
メージの絶対パス名です。詳細は、patchadd(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

注意 – patchadd -C を使用する前には必ず、パッチの
READMEを読むか、ご購入先におたずねください。

reset SPARC システムをリセットし、マシンを再起動するための Open
Boot PROMコマンド。また、ブート時に入出力割り込みに
関するエラーメッセージが表示された場合は、STOPキーと
Aキーを同時に押し、その後 PROMプロンプト (okまたは
>)で resetと入力します。

banner SPARC モデル名、Ethernetアドレス、インストールされているメモ
リーなどのシステム情報を表示する Open Boot PROMコマ
ンド。PROMプロンプト (okまたは >)でのみ使用可能で
す。

x86:インストールのための GRUBメ
ニューコマンド
Solaris 10 1/06以降のリリースでは、GRUBメニューのコマンドを編集してシステム
のネットワークブートおよびインストールをカスタマイズできます。この節では、
GRUBメニューのコマンドに挿入できるコマンドおよび引数をいくつか説明します。
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GRUBメニューでは、プロンプトで bを入力すると GRUBコマンド行にアクセスでき
ます。次の出力のようなコマンド行が表示されます。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot kernel/unix
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive

このコマンド行を編集してブートおよびインストールをカスタマイズできます。次の
一覧では、使用する可能性のある一般的なコマンドをいくつか説明します。-Bオプ
ションと併用できるブート引数の完全な一覧については、eeprom(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

表 10–1 x86: GRUBメニューのコマンドおよびオプション

コマンドまたはオプション 説明と例

install -Bオプションの前にこのオプションを挿入すると、カスタム JumpStart
インストールを実行できます。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
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表 10–1 x86: GRUBメニューのコマンドおよびオプション (続き)
コマンドまたはオプション 説明と例

url|ask カスタム JumpStartファイルの場所を指定するか、場所の入力を求めるプ
ロンプトを表示します。installオプションとともにいずれかのオプ
ションを挿入します。
� url -ファイルのパスを指定します。次の場所にあるファイルを URLで
指定できます。
� ローカルハードディスク

file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
次に例を示します。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
file://jumpstart/config.tar
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive

� ネットワークファイルシステム (NFS)サーバー

nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
次に例を示します。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive

� HTTPサーバー

http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
compressed_config_file&proxy_info
� sysidcfgファイルを圧縮構成ファイルに含めた場合は、次の
例に示すようにそのファイルを含むサーバーの IPアドレスを指
定する必要があります。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive

� 圧縮構成ファイルをファイアウォールで防御された HTTPサー
バー上の圧縮構成ファイルに保存した場合は、ブート時に
proxy指示子を使用する必要があります(ファイルが配置された
サーバーの IPアドレスを指定する必要はない)。プロキシサー
バーの IPアドレスは次のように指定します。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
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表 10–1 x86: GRUBメニューのコマンドおよびオプション (続き)
コマンドまたはオプション 説明と例

url|ask (続き) � ask - installオプションとともに使用すると、システムがブートし
てネットワークへ接続したあと、インストールプログラムによって圧
縮構成ファイルの場所を入力するプロンプトが表示されます。このオ
プションを使用すると、完全に自動化された JumpStartインストール
を行うことはできません。
Returnキーを押してこのプロンプトへの入力を省略すると、Solarisイ
ンストールプログラムはネットワークパラメータを対話的に構成しま
す。インストールプログラムは次に、圧縮構成ファイルの場所を尋ね
るプロンプトを表示します。
次の例では、カスタム JumpStartを実行してネットワークインストー
ルイメージからブートします。システムがネットワークに接続したあ
と、構成ファイルの場所を入力するプロンプトが表示されます。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot install ask
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive

dhcp -Bオプションの前にこのオプションを挿入すると、インストールプログ
ラムが DHCPサーバーを使用してシステムのブートに必要なネットワー
クインストール情報を取得するように指示できます。dhcpで DHCPサー
バーの使用を指定しないと、/etc/bootparamsファイル、またはネーム
サービスの bootparamsデータベースが使用されます。たとえば、静的
IPアドレスを保持する場合には、dhcpを指定しません。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot dhcp
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive

- text -Bオプションの前にこのオプションを挿入すると、デスクトップ
セッションでテキストベースのインストールを実行できます。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot - text
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive

- nowin -Bオプションの前にこのオプションを挿入すると、コンソール
セッションでテキストベースのインストールを実行できます。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot - nowin
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive

"console=serial-console" -Bオプションとともにこの引数を使用すると、システムが ttya (COM1)
または ttyb (COM2)のようなシリアルコンソールを使用するように指示
できます。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "console=ttya"
install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
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表 10–1 x86: GRUBメニューのコマンドおよびオプション (続き)
コマンドまたはオプション 説明と例

"ata-dma-enable=[0|1]" -Bオプションとともにこの引数を使用すると、インストール中にATA
(Advanced Technology Attachment)または IDE (Integrated Drive
Electronics)デバイス、および DMA (Direct Memory Access)を有効または
無効にできます。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "ata-dma-enable=0"
install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive

"acpi-enum=[0|1]" -Bオプションとともにこの引数を使用すると、ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface)電源管理を有効または無効にできま
す。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "acpi-enum=0"
install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive

"acpi-cd-dma-enabled=[0|1]" -Bオプションとともにこの引数を使用すると、インストール中に CDド
ライブまたは DVDドライブの DMAを有効または無効にできます。

kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "acpi-cd-dma-enabled=0"
install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
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パート III 広域ネットワーク経由のインストール

このパートでは、WANブートインストールを使用して広域ネットワーク (WAN)経由
でシステムのインストールを行う方法について説明します。
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第 11章

WANブート (概要)

この章では、WANブートインストールの概要について説明します。この章の内容は
次のとおりです。

� 229ページの「WANブートとは」
� 230ページの「どのような場合にWANブートを使用するか」
� 231ページの「WANブートのしくみ (概要)」
� 235ページの「WANブートでサポートされているセキュリティー構成 (概要)」

WANブートとは
WANブートインストールでは、HTTPを使って広域ネットワーク (WAN)経由でソフ
トウェアのブートとインストールを行うことができます。WANブートを使用する
と、大規模な公開ネットワークを介して Solaris OSを SPARCシステムにインストー
ルできますが、このようなネットワークは基盤の信頼性が低い場合があります。WAN
ブートをセキュリティー機能とともに使用することによって、データの機密性とイン
ストールイメージの完全性を保護できます。

WANブートインストールでは、暗号化した Solarisフラッシュアーカイブを公開
ネットワークを介してリモートの SPARCクライアントに転送できます。次に、WAN
ブートプログラムは、カスタム JumpStartインストールを実行して、クライアントシ
ステムをインストールします。インストールの完全性を保護するために、非公開鍵を
使ってデータの認証および暗号化を行うことができます。また、デジタル証明書を使
用するようにシステムを構成すると、HTTPS接続を介してインストールデータや
ファイルを転送できます。

WANブートインストールを実行するには、HTTPまたは HTTPS接続を介してWeb
サーバーから次の情報をダウンロードして、SPARCベースのシステムをインストール
します。
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� wanbootプログラム – wanbootプログラムは、WANブートミニルート、クライ
アント構成ファイル、およびインストールファイルを読み込む、二次レベルのブー
トプログラムです。wanbootプログラムは、ufsbootまたは inetboot二次
ブートプログラムと同様の処理を実行します。

� WANブートファイルシステム – WANブートは、クライアントシステムをインス
トールするために、いくつものファイルを使ってクライアントの構成やデータの取
得を行います。これらのファイルは、Webサーバーの /etc/netbootディレクト
リに置かれています。wanboot-cgiプログラムは、これらのファイルを 1つの
ファイルシステムとしてクライアントに転送します。このファイルシステムは
WANブートファイルシステムと呼ばれます。

� WANブートミニルート – WANブートミニルートは、WANブートインストール
を実行するために Solarisミニルートに変更を加えたものです。Solarisミニルート
と同様に、WANブートミニルートには、カーネルのほか、Solaris環境のインス
トールに最低限必要なソフトウェアが格納されています。WANブートミニルート
には、Solarisミニルートにあるソフトウェアのサブセットが格納されます。

� カスタム JumpStart構成ファイル – WANブートは、システムをインストールする
ために、sysidcfg、rules.ok、およびプロファイルファイルをクライアントに
転送します。次に、WANブートはこれらのファイルを使って、クライアントシス
テムに対してカスタム JumpStartインストールを実行します。

� Solarisフラッシュアーカイブ – Solarisフラッシュアーカイブは、マスターシステ
ムからコピーされたファイルの集合体です。このアーカイブは、クライアントシス
テムをインストールするために使用できます。WANブートは、カスタム
JumpStartインストールを使って、Solarisフラッシュアーカイブをクライアントシ
ステムにインストールします。アーカイブをクライアントシステムにインストール
すると、クライアントシステムはマスターシステムとまったく同じ構成になりま
す。

次に、カスタム JumpStartインストールを使って、アーカイブをクライアントにイン
ストールします。

上記の情報を転送するとき、鍵とデジタル証明書を使って保護することもできます。

WANブートインストールで発生するイベントの順序の詳細については、231ページ
の「WANブートのしくみ (概要)」を参照してください。

どのような場合にWANブートを使用す
るか
WANブートインストールを使用すると、地理的に離れた場所にある SPARCベースの
システムに対してインストールを実行できます。WANブートを使用すると、公開
ネットワーク経由でのみアクセス可能なリモートのサーバーやクライアントに対して
も、インストールを実行できます。
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ローカルエリアネットワーク (LAN)内にあるシステムに対してインストールを行いた
い場合、WANブートインストールを使用すると、必要以上の構成や管理が必要にな
ることがあります。LAN上のシステムに対するインストール方法については、第 7章
を参照してください。

WANブートのしくみ (概要)
WANブートは、サーバー、構成ファイル、CGI (Common Gateway Interface)プログ
ラム、およびインストールファイルを組み合わせて使用することによって、SPARC
ベースのリモートクライアントに対してインストールを行います。ここでは、WAN
ブートインストールで発生するイベントの通常の順序について説明します。

WANブートインストールでのイベントの順序
図 11–1は、WANブートインストールで発生するイベントの基本的な順序を示してい
ます。この図で、SPARCベースのクライアントは、構成データとインストールファイ
ルを、WebサーバーとインストールサーバーからWAN経由で取得します。
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図 11–1 WANブートインストールでのイベントの順序

1. 次のいずれかの方法で、クライアントをブートします。
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� OpenBoot PROM (OBP)のネットワークインタフェース変数を設定することに
よって、ネットワークからブートします。

� DHCPオプションを使ってネットワークからブートします。
� ローカル CD-ROMからブートします。

2. クライアントの OBPは、次のどちらかから構成情報を取得します。

� ユーザーがコマンド行に入力したブート引数の値から
� ネットワークで DHCPが使用されている場合は、DHCPサーバーから

3. クライアントの OBPは、WANブートの二次レベルのブートプログラム
(wanboot)を要求します。

クライアントの OBPは、wanbootプログラムを次のどちらかからダウンロードし
ます。

� WANブートサーバーと呼ばれる特別なWebサーバーから、ハイパーテキスト
トランスファープロトコル (HTTP)を使って

� ローカル CD-ROMから (上記の図には示されていない)

4. wanbootプログラムは、WANブートサーバーに対し、クライアント構成情報を
要求します。

5. wanbootプログラムは、wanboot-cgiプログラムによってWANブートサー
バーから転送される構成ファイルをダウンロードします。構成ファイルは、WAN
ブートファイルシステムとしてクライアントに転送されます。

6. wanbootプログラムは、WANブートサーバーに対し、WANブートミニルートの
ダウンロードを要求します。

7. wanbootプログラムは、HTTPまたは HTTPSを使って、WANブートサーバーか
らWANブートミニルートをダウンロードします。

8. wanbootプログラムは、WANブートミニルートから UNIXカーネルを読み込
み、実行します。

9. UNIXカーネルは、Solarisインストールプログラムで使用できるように、WAN
ブートファイルシステムを見つけてマウントします。

10.インストールプログラムは、インストールサーバーに対し、Solarisフ
ラッシュアーカイブとカスタム JumpStartファイルのダウンロードを要求します。

インストールプログラムは、HTTPまたは HTTPS接続を介して、アーカイブとカ
スタム JumpStartファイルをダウンロードします。

11.インストールプログラムは、カスタム JumpStartインストールを実行して、Solaris
フラッシュアーカイブをクライアントにインストールします。

WANブートインストール時のデータの保護
WANブートインストールでは、ハッシュキー、暗号化鍵、およびデジタル証明書を
使って、インストール中にシステムデータを保護できます。ここでは、WANブート
インストールでサポートされている各種のデータ保護方法について簡単に説明しま
す。
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ハッシュキーによるデータ完全性のチェック
WANブートサーバーからクライアントに転送するデータを保護するために、HMAC
(Hashed Message Authentication Code)キーを生成します。このハッシュキーを、
WANブートサーバーとクライアントの両方にインストールします。WANブート
サーバーはこのキーを使って、クライアントに転送するデータに署名します。クライ
アントはこのキーを使って、WANブートサーバーから転送されるデータの完全性を
確認します。クライアントにハッシュキーをインストールすると、クライアントは以
降のWANブートインストールにこのキーを使用します。

ハッシュキーの使用方法については、271ページの「(省略可能)ハッシュキーと暗号
化鍵を作成する方法」を参照してください。

暗号化鍵によるデータの暗号化
WANブートインストールでは、WANブートサーバーからクライアントに転送する
データを暗号化できます。WANブートのユーティリティーを使って、3DES (Triple
Data Encryption Standard)またはAES (Advanced Encryption Standard)の暗号化鍵
を作成できます。この鍵を、WANブートサーバーとクライアントの両方に渡しま
す。WANブートサーバーはこの暗号化鍵を使って、クライアントに転送するデータ
を暗号化します。クライアントはこの鍵を使って、インストール時に暗号化されて転
送された構成ファイルとセキュリティーファイルを、復号化できます。

クライアントに暗号化鍵をインストールすると、クライアントは以降のWANブート
インストールにこの鍵を使用します。

サイトで暗号化鍵の使用が許可されていない場合もあります。サイトで暗号化を使用
できるかどうかについては、サイトのセキュリティー管理者に問い合わせてくださ
い。サイトで暗号化を使用できる場合は、3DES暗号化鍵またはAES暗号化鍵のどち
らを使用すべきかを、セキュリティー管理者に尋ねてください。

暗号化鍵の使用方法については、271ページの「(省略可能)ハッシュキーと暗号化鍵
を作成する方法」を参照してください。

HTTPSによるデータの保護
WANブートでは、WANブートサーバーとクライアントの間のデータ転送に HTTPS
(Secure Sockets Layerを介した HTTP)を使用できます。HTTPSを使用すると、サー
バーに対して、あるいはサーバーとクライアントの両方に対して、インストール時に
身分証明を行うよう要求できます。また、HTTPSでは、インストール時にサーバーか
らクライアントに転送されるデータが暗号化されます。

HTTPSでは、ネットワーク上でデータを交換するシステムに対して、デジタル証明書
による認証が行われます。デジタル証明書は、オンライン通信を行うときにシステム
(サーバーまたはクライアント)が信頼できるシステムであることを示すためのファイ
ルです。外部の認証局に依頼してデジタル証明書を取得するか、独自の証明書と認証
局を作成します。
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クライアントがサーバーを信頼してサーバーからのデータを受け入れるようにするに
は、サーバーにデジタル証明書をインストールする必要があります。次に、この証明
書を信頼するようにクライアントに指示します。サーバーに対して身分証明を行うよ
う、クライアントに要求することもできます。そのためには、クライアントにデジタ
ル証明書を用意します。次に、インストール時にクライアントが証明書を提出したら
その証明書の署名者を受け入れるように、サーバーに指示します。

インストール時にデジタル証明書を使用するには、HTTPSを使用するようにWeb
サーバーを構成する必要があります。HTTPSの使用方法については、Webサーバー
のマニュアルを参照してください。

WANブートインストールでデジタル証明書を使用するための要件については、245
ページの「デジタル証明書の要件」を参照してください。WANブートインストール
でデジタル証明書を使用する方法については、268ページの「(省略可能)サーバー認
証とクライアント認証にデジタル証明書を使用する方法」を参照してください。

WANブートでサポートされているセ
キュリティー構成 (概要)
WANブートでは、さまざまなレベルのセキュリティーがサポートされています。
WANブートでサポートされているセキュリティー機能を組み合わせて使用すること
で、ネットワークのニーズに対応できます。より安全な構成にするほど、多くの管理
が必要になりますが、システムデータをより広範に保護できます。高いセキュリ
ティーを必要とするシステム、または公開ネットワーク経由でインストールを行うシ
ステムには、235ページの「セキュリティー保護されたWANブートインストール構
成」で説明する構成を選択できます。それほどセキュリティーを必要としないシステ
ム、または半私設のネットワーク上にあるシステムには、236ページの「セキュリ
ティー保護されていないWANブートインストール構成」で説明する構成を検討して
ください。

ここでは、WANブートインストールのセキュリティーレベルを設定するための各種
構成について簡単に説明します。また、これらの構成に必要なセキュリティーメカニ
ズムについても説明します。

セキュリティー保護されたWANブートインス
トール構成
この構成は、サーバーとクライアントの間で交換されるデータの完全性を保護し、内
容の機密性を保つために役立ちます。この構成は、HTTPS接続を使用するとともに、
クライアント構成ファイルを暗号化するために 3DESまたはAESアルゴリズムを使用
します。また、この構成では、サーバーはインストール時にクライアントに対して身
分証明を行うよう要求されます。セキュリティー保護されたWANブートインストー
ルを行うには、次のセキュリティー機能が必要です。

第 11章 • WANブート (概要) 235



� WANブートサーバーとインストールサーバーで、HTTPSが有効になっているこ
と

� WANブートサーバーとクライアントに、HMAC SHA1ハッシュキーが、インス
トールされていること

� WANブートサーバーとクライアントに、3DESまたはAES暗号化鍵がインストー
ルされていること

� WANブートサーバーに関する認証局のデジタル証明書

インストール時にクライアントの認証も行う場合は、次のセキュリティー機能を使用
する必要があります。

� WANブートサーバーの非公開鍵
� クライアントのデジタル証明書

この構成を使ってインストールを行うために必要な作業の一覧については、表 13–1
を参照してください。

セキュリティー保護されていないWANブートイ
ンストール構成
この構成では、管理に必要な労力は最小限に抑えられますが、Webサーバーからクラ
イアントへのデータ転送のセキュリティーは最も低くなります。ハッシュキー、暗号
化鍵、およびデジタル証明書を作成する必要はありません。HTTPSを使用するように
Webサーバーを構成する必要もありません。ただし、この構成によるインストールで
は、インストールデータとファイルは HTTP接続を介して転送されるので、ネット
ワーク上での妨害に対して無防備になります。

転送されたデータの完全性をクライアントでチェックできるようにするには、この構
成とともに HMAC SHA1ハッシュキーを使用します。ただし、Solarisフ
ラッシュアーカイブはハッシュキーで保護されません。インストール時にサーバーと
クライアントの間で転送されるアーカイブは、セキュリティー保護されません。

この構成を使ってインストールを行うために必要な作業の一覧については、表 13–2
を参照してください。
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第 12章

WANブートによるインストールの準
備 (計画)

この章では、WANブートインストールを行うためにネットワークを準備する方法に
ついて説明します。この章の内容は次のとおりです。

� 237ページの「WANブートの要件とガイドライン」
� 246ページの「WANブートのセキュリティー限界」
� 246ページの「WANブートインストールに必要な情報の収集」

WANブートの要件とガイドライン
ここでは、WANブートインストールを実行するためのシステム要件について説明し
ます。

表 12–1 WANブートインストールを行うためのシステム要件

システムと説明 要件

WANブートサーバー –
wanbootプログラム、構成
ファイルとセキュリティー
ファイル、およびWANブート
ミニルートを提供するWeb
サーバーです。

� オペレーティングシステム - Solaris 9 12/03 OS、または
その互換バージョン

� Webサーバーとして構成されていること
� Webサーバーソフトウェアで HTTP 1.1がサポートされ
ていること

� デジタル証明書を使用する場合は、Webサーバーソフト
ウェアで HTTPSがサポートされていること
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表 12–1 WANブートインストールを行うためのシステム要件 (続き)
システムと説明 要件

インストールサーバー –クライ
アントのインストールに必要な
Solarisフラッシュアーカイブと
カスタム JumpStartファイルを
提供します。

� ディスク容量 –各 Solarisフラッシュアーカイブに必要な
容量

� メディアドライブ – CD-ROMドライブまたは
DVD-ROMドライブ

� オペレーティングシステム - Solaris 9 12/03 OS、または
その互換バージョン

WANブートサーバーとは別のシステムで稼働している場
合、インストールサーバーは次の追加要件を満たす必要があ
ります。
� Webサーバーとして構成されていること
� Webサーバーソフトウェアで HTTP 1.1がサポートされ
ていること

� デジタル証明書を使用する場合は、Webサーバーソフト
ウェアで HTTPSがサポートされていること

クライアントシステム – WAN
経由でインストールを行う対象
のリモートシステム

� メモリー - 512Mバイト以上の RAM
� CPU – UltraSPARC IIプロセッサ以上
� ハードディスク – 2Gバイト以上のハードディスク容量
� OBP – WANブート対応の PROM
適切な PROMを持っていないクライアントには、
CD-ROMドライブが必要です。
クライアントの PROMがWANブートに対応しているか
どうかを調べる方法については、258ページの「クライ
アント OBPでのWANブート対応を確認する方法」を参
照してください。

(省略可能) DHCPサーバー –
DHCPサーバーを使ってクライ
アント構成情報を提供できま
す。

SunOS DHCPサーバーを使用している場合は、次のいずれ
かの作業を実行する必要があります。
� サーバーを EDHCPサーバーにアップグレードします。
� Sunベンダーオプションの名前を変更して、オプション
に対する 8文字の制限を満たすようにします。WANイ
ンストール固有の Sunベンダーオプションの詳細につい
ては、289ページの「(省略可能) DHCPによる構成情報
の提供」を参照してください。

DHCPサーバーがクライアントとは異なるサブネットにある
場合は、BOOTPリレーエージェントを構成する必要があり
ます。BOOTPリレーエージェントの構成方法については、
『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の第 14章「DHCP
サービスの構成 (手順)」を参照してください。
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表 12–1 WANブートインストールを行うためのシステム要件 (続き)
システムと説明 要件

(省略可能)ログサーバー –デ
フォルトでは、WANインス
トール時のブートログメッセー
ジおよびインストールログ
メッセージは、すべてクライア
ントのコンソールに表示されま
す。これらのメッセージを別の
システムに表示するには、ログ
サーバーとして使用するシステ
ムを指定します。

Webサーバーとして構成されている必要があります。

注 –インストール時に HTTPSを使用する場合は、WANブー
トサーバーと同じシステムにログサーバーを置く必要があり
ます。

(省略可能)プロキシサーバー –
インストールデータとファイル
のダウンロード時に HTTPプロ
キシを使用するようにWAN
ブート機能を構成できます。

インストールで HTTPSを使用する場合は、HTTPSトンネリ
ングを行うようにプロキシサーバーを構成する必要がありま
す。

Webサーバーソフトウェアの要件とガイドライン
WANブートサーバーとインストールサーバーで使用するWebサーバーソフトウェア
は、次の要件を満たす必要があります。

� オペレーティングシステム – WANブートでは、wanboot-cgiという CGI
(Common Gateway Interface)プログラムが、クライアントマシンが受け付ける特
定のフォーマットにデータやファイルを変換します。これらのスクリプトを使用し
てWANブートインストールを実行するには、Solaris 9 12/03 OSまたはその互換
バージョンでWebサーバーソフトウェアを実行する必要があります。

� ファイルサイズの制限 – Webサーバーソフトウェアによっては、HTTPを介して
転送できるファイルサイズが制限される場合もあります。Webサーバーのマ
ニュアルを参照して、Solarisフラッシュアーカイブの大きさのファイルを転送で
きることを確認してください。

� SSLサポート – WANブートインストールで HTTPSを使用するには、Webサー
バーソフトウェアで SSLバージョン 3がサポートされている必要があります。

サーバー構成オプション
WANブートに必要なサーバーの構成をカスタマイズすることで、ネットワークの
ニーズに対応できます。すべてのサーバーを単一のシステムに置くことも、複数のシ
ステムに置くこともできます。

� 単一のサーバー – WANブートのデータとファイルを 1台のシステムに集中化させ
たい場合は、すべてのサーバーを同じマシンで稼働させることができます。各種の
サーバーを 1台のシステムで管理できるほか、1台のシステムをWebサーバーと
して構成するだけで済みます。ただし、単一のサーバーでは、多数のWANブート
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インストールが同時に発生した場合に、必要なトラフィック量をサポートできない
ことがあります。

� 複数のサーバー –インストールデータとファイルをネットワーク上に分散させたい
場合は、これらのサーバーを複数のマシンで稼働させることができます。たとえ
ば、中心となるWANブートサーバーを 1台設定し、複数のインストールサー
バーを構成して Solarisフラッシュアーカイブをネットワーク上に分散できます。
インストールサーバーとログサーバーを別々のマシンで稼働させる場合は、どちら
のサーバーもWebサーバーとして構成する必要があります。

ドキュメントルートディレクトリへのインストー
ルファイルと構成ファイルの保存
WANブートインストール時に、wanboot-cgiプログラムによって次のファイルが
転送されます。

� wanbootプログラム
� WANブートミニルート
� カスタム JumpStartファイル
� Solarisフラッシュアーカイブ

wanboot-cgiプログラムでこれらのファイルを転送できるようにするには、Web
サーバーソフトウェアがアクセスできるディレクトリに、これらのファイルを保存す
る必要があります。たとえば、Webサーバーのドキュメントルートにこれらのファイ
ルを置くと、これらのファイルへのアクセスが可能になります。

ドキュメントルートは、Webサーバー上の主要なドキュメントディレクトリであり、
クライアントに公開するファイルはここに保存します。Webサーバーソフトウェアを
使って、このディレクトリの名前や構成を変更できます。Webサーバー上のドキュメ
ントルートディレクトリを設定する方法については、Webサーバーのマニュアルを参
照してください。

ドキュメントルートディレクトリにいくつかのサブディレクトリを作成して、それぞ
れ異なるインストールファイルと構成ファイルを保存することもできます。たとえ
ば、インストール対象であるクライアントのグループごとに、固有のサブディレクト
リを作成します。また、ネットワーク上に何種類かのリリースの Solaris OSをインス
トールする場合は、リリースごとにサブディレクトリを作成します。

図 12–1は、ドキュメントルートディレクトリの基本的な構造の例を示しています。
この例で、WANブートサーバーとインストールサーバーは同じマシンに置かれてい
ます。このサーバーでは、Apache Webサーバーソフトウェアが実行されています。
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/opt/apache/htdocs

miniroot

miniroot.s10_sparc

wanboot

wanboot.s10_sparc

flash

sysidcfg

rules.ok

profile

begin

finish

archives

sol-10-sparc.flar

図 12–1ドキュメントルートディレクトリの構造の例

この例のドキュメントディレクトリは、次のような構造を使用しています。

� /opt/apache/htdocsディレクトリは、ドキュメントルートディレクトリで
す。

� WANブートミニルート (miniroot)ディレクトリには、WANブートミニルート
が置かれています。

� wanbootディレクトリには、wanbootプログラムが置かれています。

� Solarisフラッシュ (flash)ディレクトリには、クライアントのインストールに必
要なカスタム JumpStartファイルと、サブディレクトリ archivesが置かれてい
ます。archivesディレクトリには、Solaris 10のフラッシュアーカイブが置かれ
ています。

注 – WANブートサーバーとインストールサーバーがそれぞれ別のシステムで稼働し
ている場合は、flashディレクトリをインストールサーバーに置くこともできます。
WANブートサーバーがこれらのファイルやディレクトリにアクセスできることを確
認してください。

ドキュメントルートディレクトリの作成方法については、Webサーバーのマニュアル
を参照してください。インストールファイルの作成および保存の方法については、273
ページの「カスタム JumpStartインストールファイルの作成」を参照してくださ
い。
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/etc/netbootディレクトリへの構成情報とセ
キュリティー情報の保存
/etc/netbootディレクトリには、WANブートインストールに必要な、構成情報、
非公開鍵、デジタル証明書、および認証局が保存されます。ここでは、WANブート
インストールをカスタマイズするために /etc/netbootディレクトリ内に作成でき
るファイルとディレクトリについて説明します。

WANブートインストールの適用範囲のカスタマイズ
インストール時に wanboot-cgiプログラムは、WANブートサーバーの
/etc/netbootディレクトリ内でクライアント情報を検索します。wanboot-cgiプ
ログラムは、この情報をWANブートファイルシステムに変換してから、WANブー
トファイルシステムをクライアントに転送します。/etc/netbootディレクトリ内に
サブディレクトリを作成することで、WANブートインストールの適用範囲をカスタ
マイズできます。次のディレクトリ構造を使って、インストール対象のクライアント
間で構成情報をどのように共有するかを定義します。

� 大域的な構成 -ネットワーク上のすべてのクライアントで構成情報を共有するに
は、共有する構成ファイルを /etc/netbootディレクトリに保存します。

� ネットワーク固有の構成 -特定のサブネット上のマシンだけで構成情報を共有する
には、共有する構成ファイルを /etc/netbootディレクトリのサブディレクトリ
に保存します。サブディレクトリは、次の規則に従って名前を付けてください。

/etc/netboot/net-ip

この例で、net-ipはクライアントのサブネットの IPアドレスです。たとえば、
192.168.255.0という IPアドレスを持つサブネット上のすべてのシステムで構成
ファイルを共有するには、/etc/netboot/192.168.255.0というディレクトリ
を作成します。その後、このディレクトリに構成ファイルを保存します。

� クライアント固有の構成 –特定のクライアントだけでブートファイルシステムを使
用するには、ブートファイルシステムのファイルを /etc/netbootのサブディレ
クトリに保存します。サブディレクトリは、次の規則に従って名前を付けてくださ
い。

/etc/netboot/net-ip/client-ID

この例で、net-ipはサブネットの IPアドレスです。client-IDは、DHCPサーバー
によって割り当てられるクライアント IDか、ユーザー指定のクライアント IDで
す。たとえば、サブネット 192.168.255.0にあって 010003BA152A42というクライ
アント IDを持つシステムで、特定の構成ファイルを使用するには、
/etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42というディレクトリを作成
します。その後、該当するファイルをこのディレクトリに保存します。
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/etc/netbootディレクトリにおけるセキュリティー情
報と構成情報の指定
次のファイルを作成して /etc/netbootディレクトリに保存することで、セキュリ
ティー情報と構成情報を指定します。

� wanboot.conf -このファイルは、WANブートインストール用のクライアント構
成情報を指定します。

� システム構成ファイル (system.conf) -このシステム構成ファイルは、クライア
ントの sysidcfgファイルおよびカスタム JumpStartファイルの場所を指定しま
す。

� keystore –このファイルには、クライアントの HMAC SHA1ハッシュキー、
3DESまたはAES暗号化鍵、および SSL非公開鍵が保存されます。

� truststore –このファイルには、クライアントが信頼すべき、認証局のデジタル
証明書が保存されます。これら信頼できる証明書に従って、クライアントはインス
トール時にサーバーを信頼します。

� certstore –このファイルには、クライアントのデジタル証明書が保存されま
す。

注 – certstoreファイルは、クライアント IDのディレクトリに置く必要があり
ます。/etc/netbootディレクトリのサブディレクトリに関する詳細は、
242ページの「WANブートインストールの適用範囲のカスタマイズ」を参照して
ください。

これらのファイルの作成方法と保存方法については、次の手順を参照してください。

� 282ページの「システム構成ファイルを作成する方法」
� 285ページの「wanboot.confファイルを作成する方法」
� 271ページの「(省略可能)ハッシュキーと暗号化鍵を作成する方法」
� 268ページの「(省略可能)サーバー認証とクライアント認証にデジタル証明書を使
用する方法」

/etc/netbootディレクトリにおけるセキュリティー情
報と構成情報の共有
ネットワーク上のクライアントに対してインストールを行うとき、いくつかのクライ
アントで、あるいはすべてのサブネットで、セキュリティーファイルと構成ファイル
を共有することもできます。これらのファイルを共有するには、
/etc/netboot/net-ip/client-ID、/etc/netboot/net-ip、および /etc/netbootの
各ディレクトリに構成情報を置きます。インストール時に、wanboot-cgiプログラ
ムはこれらのディレクトリから構成情報を検索し、クライアントに最もよく適合する
構成情報を使用します。

wanboot-cgiプログラムは、次の順序でクライアント情報を検索します。

第 12章 • WANブートによるインストールの準備 (計画) 243



1. /etc/netboot/net-ip/client-ID – wanboot-cgiプログラムはまず、クライアン
トマシンに固有の構成情報を検索します。/etc/netboot/net-ip/client-IDディレ
クトリにすべてのクライアント構成情報が揃っている場合、wanboot-cgiプログ
ラムが /etc/netbootディレクトリのほかの場所の構成情報を検索することはあ
りません。

2. /etc/netboot/net-ip –必要な情報が /etc/netboot/net-ip/client-IDディレク
トリに揃っていない場合、wanboot-cgiプログラムは /etc/netboot/net-ip
ディレクトリでサブネット構成情報を検索します。

3. /etc/netboot -必要な情報が /etc/netboot/net-ipディレクトリにも見つから
ない場合、wanboot-cgiプログラムは /etc/netbootディレクトリで大域的な
構成情報を検索します。

図 12–2 は、/etc/netboot ディレクトリを設定して WAN ブートインストールをカ
スタマイズする方法を示しています。

wanboot.conf

system.conf

keystore

truststore

wanboot.conf

keystore

truststore

system.conf

keystore

truststore

certstore

010003BA152A42

/etc/netboot

192.168.255.0

図 12–2 /etc/netbootディレクトリの例

図 12–2の /etc/netbootディレクトリレイアウトでは、次のようなWANブートイ
ンストールを実行できます。

� クライアント 010003BA152A42に対してインストールを行うときは、
/etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42ディレクトリにある次の
ファイルが wanboot-cgiプログラムによって使用されます。

� system.conf
� keystore
� truststore
� certstore

次に、/etc/netboot/192.168.255.0ディレクトリにある wanboot.conf
ファイルが、wanboot-cgiプログラムによって使用されます。
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� 192.168.255.0サブネット上のクライアントに対してインストールを行うときは、
/etc/netboot/192.168.255.0ディレクトリにある wanboot.conf、
keystore、および truststoreの各ファイルが、wanboot-cgiプログラムに
よって使用されます。次に、/etc/netbootディレクトリにある system.conf
ファイルが、wanboot-cgiプログラムによって使用されます。

� 192.168.255.0サブネット上にないクライアントマシンに対してインストールを行う
ときは、/etc/netbootディレクトリにある次のファイルが、wanboot-cgiプ
ログラムによって使用されます。

� wanboot.conf
� system.conf
� keystore
� truststore

wanboot-cgiプログラムの保存
wanboot-cgiプログラムは、WANブートサーバーからクライアントにデータと
ファイルを転送します。このプログラムは、WANブートサーバー上でクライアント
がアクセスできるディレクトリに置く必要があります。たとえば、WANブートサー
バーの cgi-binディレクトリにこのプログラムを置くと、クライアントがこのプロ
グラムにアクセスできるようになります。wanboot-cgiプログラムを CGIプログラ
ムとして使用するようにWebサーバーソフトウェアを構成する必要がある場合もあり
ます。CGIプログラムの要件については、Webサーバーのマニュアルを参照してくだ
さい。

デジタル証明書の要件
WANブートインストールのセキュリティーを高めるには、デジタル証明書を使って
サーバーとクライアントの認証を有効にします。WANブートでは、オンライントラ
ンザクションの間に、デジタル証明書を使ってサーバーまたはクライアントの識別情
報が確立されます。デジタル証明書は認証局 (CA)によって発行されます。これらの
証明書には、シリアル番号、有効期限、証明書所有者の公開鍵のコピー、および認証
局のデジタル署名が含まれています。

サーバーに対して、あるいはサーバーとクライアントの両方に対して、インストール
時に認証を行うには、サーバーにデジタル証明書をインストールする必要がありま
す。デジタル証明書を使用するときは、次のガイドラインに従ってください。

� デジタル証明書を使用する場合、デジタル証明書は PKCS#12 (Public-Key
Cryptography Standards #12)ファイルの一部としてフォーマットされている必要
があります。

� 独自の証明書を作成する場合は、PKCS#12ファイルとして作成する必要がありま
す。

� 第三者機関である認証局から証明書を取得する場合は、PKCS#12フォーマットの
証明書を依頼します。
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WANブートインストールで PKCS#12証明書を使用する方法については、268ページ
の「(省略可能)サーバー認証とクライアント認証にデジタル証明書を使用する方法」
を参照してください。

WANブートのセキュリティー限界
WANブートには各種のセキュリティー機能が用意されていますが、次のような潜在
的問題には対応していません。

� サービス妨害攻撃 –サービス妨害 (DoS)攻撃にはさまざまな形式がありますが、
その目的はユーザーが特定のサービスにアクセスできないようにすることです。た
とえば、大量のデータでネットワークに負担をかけたり、限られたリソースを強引
に消費したりする DoS攻撃があります。また、システム間で転送中のデータに対
して操作を加える DoS攻撃もあります。WANブートでは、DoS攻撃に対する
サーバーやクライアントの保護は行われません。

� サーバー上のバイナリの破壊 – WANブートインストールでは、インストールの実
行前にWANブートミニルートや Solarisフラッシュアーカイブの完全性が
チェックされることはありません。インストールを実行する前に、
http://sunsolve.sun.comの Solaris Fingerprint Database (指紋データベース)と比
較して、Solarisバイナリの完全性を確認してください。

� 暗号化鍵とハッシュキーの機密性 – WANブートで暗号化鍵やハッシュキーを使用
する場合は、インストール時にキーの値をコマンド行に入力する必要があります。
ネットワークに必要な注意事項を守り、キーの値を機密に保つようにしてくださ
い。

� ネットワークのネームサービスへの危害 –ネットワークでネームサービスを使用す
る場合は、WANブートインストールを実行する前に、ネームサーバーの完全性を
確認してください。

WANブートインストールに必要な情報
の収集
WANブートインストールを行うためにネットワークを構成するには、さまざまな情
報を収集する必要があります。WAN経由でのインストールを準備するときに、この
情報を書きとめておくとよいでしょう。

ネットワークについてWANブートインストール情報を記録するには、次のワーク
シートを使用してください。

� 表 12–2
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� 表 12–3

表 12–2サーバー情報を収集するためのワークシート

必要な情報 コメント

インストールサーバーの情報
� インストールサーバー上のWANブー
トミニルートへのパス

� インストールサーバー上のカスタム
JumpStartファイルへのパス

WANブートサーバーの情報
� WANブートサーバー上の wanbootプ
ログラムへのパス

� WANブートサーバー上の
wanboot-cgiプログラムの URL

� WANブートサーバー上の
/etc/netboot階層にあるクライアン
トのサブディレクトリへのパス

� (省略可能) PKCS#12証明書ファイルの
ファイル名

� (省略可能) WANブートサーバー以外
で、WANインストールに必要なすべ
てのマシンのホスト名

� (省略可能)ネットワークのプロキシ
サーバーの IPアドレスと TCPポート
番号

オプションサーバーの情報
� ログサーバー上の bootlog-cgiスク
リプトの URL

� ネットワークのプロキシサーバーの IP
アドレスと TCPポート番号

表 12–3クライアント情報を収集するためのワークシート

情報 コメント

クライアントのサブネットの IPアドレス

クライアントのルーターの IPアドレス

クライアントの IPアドレス

クライアントのサブネットマスク

クライアントのホスト名

クライアントのMACアドレス
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第 13章

WANブートによるインストールの準
備 (作業)

この章では、WANブートインストールを行うためにネットワークを準備する方法に
ついて説明します。必要な作業は次のとおりです。

� 249ページの「広域ネットワーク経由でインストールを行うための準備 (作業
マップ)」

� 253ページの「WANブートサーバーの構成」
� 273ページの「カスタム JumpStartインストールファイルの作成」
� 282ページの「構成ファイルの作成」
� 289ページの「(省略可能) DHCPによる構成情報の提供」
� 266ページの「(省略可能) WANブートログサーバーを構成する方法」

広域ネットワーク経由でインストールを
行うための準備 (作業マップ)
次の表は、WANブートインストールの準備に必要な作業の一覧です。

� セキュリティー保護されたWANブートインストールの準備に必要な作業の一覧に
ついては、表 13–1を参照してください。

HTTPSによるセキュリティー保護されたWANブートインストールについては、
235ページの「セキュリティー保護されたWANブートインストール構成」を参照
してください。

� セキュリティー保護されていないWANブートインストールの準備に必要な作業の
一覧については、表 13–2を参照してください。

セキュリティー保護されていないWANブートインストールについては、236ペー
ジの「セキュリティー保護されていないWANブートインストール構成」を参照し
てください。

DHCPサーバーやログサーバーを使用するには、表の末尾にある追加作業を実行する
必要があります。
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表 13–1作業マップ:セキュリティー保護されたWANブートインストールを実行するための
準備

作業 説明 参照先

インストールで使用するセ
キュリティー機能を決定しま
す。

セキュリティー機能と構成に
ついて検討し、WANブート
インストールで使用するセ
キュリティーのレベルを決定
します。

233ページの「WANブートイ
ンストール時のデータの保
護」

235ページの「WANブートで
サポートされているセキュリ
ティー構成 (概要)」

WANブートインストール情
報を収集します。

ワークシートを使って、WAN
ブートインストールの実行に
必要なすべての情報を記録し
ます。

246ページの「WANブートイ
ンストールに必要な情報の収
集」

WANブートサーバーにド
キュメントルートディレクト
リを作成します。

構成ファイルとインストール
ファイルを提供するために、
ドキュメントルートディレク
トリと必要に応じてサブ
ディレクトリを作成します。

254ページの「ドキュメント
ルートディレクトリの作成」

WANブートミニルートを作
成します。

setup_install_serverコ
マンドを使って、WANブー
トミニルートを作成します。

255ページの「SPARC: WAN
ブートミニルートを作成する
方法」

クライアントシステムが
WANブートに対応している
ことを確認します。

クライアントの OBPを
チェックして、WANブート
のブート引数がサポートされ
ていることを確認します。

258ページの「クライアント
OBPでのWANブート対応を
確認する方法」

WANブートサーバーに
wanbootプログラムをインス
トールします。

WANブートサーバーのド
キュメントルートディレクト
リに wanbootプログラムを
コピーします。

259ページの「WANブート
サーバーへの wanbootプロ
グラムのインストール」

WANブートサーバーに
wanboot-cgiプログラムを
インストールします。

WANブートサーバーの CGI
ディレクトリに
wanboot-cgiプログラムを
コピーします。

265ページの「WANブート
サーバーに wanboot-cgiプ
ログラムをコピーする方法」

(省略可能)ログサーバーを構
成します。

ブートおよびインストールの
ログメッセージを表示するた
めの専用システムを構成しま
す。

266ページの「(省略可能)
WANブートログサーバーを
構成する方法」

/etc/netboot階層を設定し
ます。

WANブートインストールに
必要な構成ファイルとセ
キュリティーファイルを
/etc/netboot階層に格納し
ます。

262ページの「WANブート
サーバーに /etc/netboot
ディレクトリを作成する」
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表 13–1作業マップ:セキュリティー保護されたWANブートインストールを実行するための
準備 (続き)
作業 説明 参照先

WANブートインストールの
セキュリティーを高めるため
に、HTTPSを使用するように
Webサーバーを構成します。

HTTPSを使ってWANインス
トールを実行するためのWeb
サーバー要件に合わせます。

267ページの「(省略可能)
HTTPSによるデータの保護」

WANブートインストールの
セキュリティーを高めるため
に、デジタル証明書の形式を
変更します。

PKCS#12ファイルを、WAN
インストールで使用できるよ
うに非公開鍵と証明書に分割
します。

268ページの「(省略可能)
サーバー認証とクライアント
認証にデジタル証明書を使用
する方法」

WANブートインストールの
セキュリティーを高めるため
に、ハッシュキーと暗号化鍵
を作成します。

wanbootutil keygen コマ
ンドを使って、HMAC
SHA1、3DES、またはAES
キーを作成します。

271ページの「(省略可能)
ハッシュキーと暗号化鍵を作
成する方法」

Solarisフラッシュアーカイブ
を作成する

flar create コマンドを
使って、クライアントにイン
ストールするソフトウェアの
アーカイブを作成します。

274ページの「Solarisフ
ラッシュアーカイブを作成す
る方法」

カスタム JumpStartインス
トール用のインストール
ファイルを作成します。

テキストエディタを使って、
次のファイルを作成します。
� sysidcfg
� プロファイル
� rules.ok
� 開始スクリプト
� 終了スクリプト

276ページの「sysidcfg
ファイルを作成する方法」

277ページの「プロファイル
を作成する方法」

279ページの「rulesファイ
ルを作成する方法」

282ページの「(省略可能)開
始スクリプトと終了スクリプ
トの作成」

システム構成ファイルを作成
します。

system.confファイルに構
成情報を設定します。

282ページの「システム構成
ファイルを作成する方法」

WANブート構成ファイルを
作成します。

wanboot.confファイルに構
成情報を設定します。

285ページ
の「wanboot.confファイル
を作成する方法」

(省略可能) WANブートイン
ストールをサポートするよう
に DHCPサーバーを構成しま
す。

DHCPサーバーに Sunベン
ダーオプションとマクロを設
定します。

108ページの「DHCPサービ
スによるシステム構成情報の
事前設定 (作業)」
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表 13–2作業マップ:セキュリティー保護されていないWANブートインストールを実行する
ための準備

作業 説明 参照先

インストールで使用するセ
キュリティー機能を決定しま
す。

セキュリティー機能と構成に
ついて検討し、WANブート
インストールで使用するセ
キュリティーのレベルを決定
します。

233ページの「WANブートイ
ンストール時のデータの保
護」

235ページの「WANブートで
サポートされているセキュリ
ティー構成 (概要)」

WANブートインストール情
報を収集します。

ワークシートを使って、WAN
ブートインストールの実行に
必要なすべての情報を記録し
ます。

246ページの「WANブートイ
ンストールに必要な情報の収
集」

WANブートサーバーにド
キュメントルートディレクト
リを作成します。

構成ファイルとインストール
ファイルを提供するために、
ドキュメントルートディレク
トリと必要に応じてサブ
ディレクトリを作成します。

254ページの「ドキュメント
ルートディレクトリの作成」

WANブートミニルートを作
成します。

setup_install_serverコ
マンドを使って、WANブー
トミニルートを作成します。

255ページの「SPARC: WAN
ブートミニルートを作成する
方法」

クライアントシステムが
WANブートに対応している
ことを確認します。

クライアントの OBPを
チェックして、WANブート
のブート引数がサポートされ
ていることを確認します。

258ページの「クライアント
OBPでのWANブート対応を
確認する方法」

WANブートサーバーに
wanbootプログラムをインス
トールします。

WANブートサーバーのド
キュメントルートディレクト
リに wanbootプログラムを
コピーします。

259ページの「WANブート
サーバーへの wanbootプロ
グラムのインストール」

WANブートサーバーに
wanboot-cgiプログラムを
インストールします。

WANブートサーバーの CGI
ディレクトリに
wanboot-cgiプログラムを
コピーします。

265ページの「WANブート
サーバーに wanboot-cgiプ
ログラムをコピーする方法」

(省略可能)ログサーバーを構
成します。

ブートおよびインストールの
ログメッセージを表示するた
めの専用システムを構成しま
す。

266ページの「(省略可能)
WANブートログサーバーを
構成する方法」

/etc/netboot階層を設定し
ます。

WANブートインストールに
必要な構成ファイルとセ
キュリティーファイルを
/etc/netboot階層に格納し
ます。

262ページの「WANブート
サーバーに /etc/netboot
ディレクトリを作成する」
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表 13–2作業マップ:セキュリティー保護されていないWANブートインストールを実行する
ための準備 (続き)
作業 説明 参照先

(省略可能)ハッシュキーを作
成します。

wanbootutil keygen コマ
ンドを使って、HMAC SHA1
キーを作成します。

セキュリティー保護されてい
ないインストールで、データ
の完全性をチェックする場合
は、この作業を実行して
HMAC SHA1ハッシュキーを
作成します。

271ページの「(省略可能)
ハッシュキーと暗号化鍵を作
成する方法」

Solarisフラッシュアーカイブ
を作成する

flar create コマンドを
使って、クライアントにイン
ストールするソフトウェアの
アーカイブを作成します。

274ページの「Solarisフ
ラッシュアーカイブを作成す
る方法」

カスタム JumpStartインス
トール用のインストール
ファイルを作成します。

テキストエディタを使って、
次のファイルを作成します。
� sysidcfg
� プロファイル
� rules.ok
� 開始スクリプト
� 終了スクリプト

276ページの「sysidcfg
ファイルを作成する方法」

277ページの「プロファイル
を作成する方法」

279ページの「rulesファイ
ルを作成する方法」

282ページの「(省略可能)開
始スクリプトと終了スクリプ
トの作成」

システム構成ファイルを作成
します。

system.confファイルに構
成情報を設定します。

282ページの「システム構成
ファイルを作成する方法」

WANブート構成ファイルを
作成します。

wanboot.confファイルに構
成情報を設定します。

285ページ
の「wanboot.confファイル
を作成する方法」

(省略可能) WANブートイン
ストールをサポートするよう
に DHCPサーバーを構成しま
す。

DHCPサーバーに Sunベン
ダーオプションとマクロを設
定します。

108ページの「DHCPサービ
スによるシステム構成情報の
事前設定 (作業)」

WANブートサーバーの構成
WANブートサーバーは、WANブートインストール時にブートデータと構成データ
を提供するWebサーバーです。WANブートサーバーのシステム要件の一覧について
は、表 12–1を参照してください。
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ここでは、WANブートインストールを行うためにWANブートサーバーを構成する
方法について説明します。必要な作業は次のとおりです。

� 254ページの「ドキュメントルートディレクトリの作成」
� 254ページの「WANブートミニルートの作成」
� 259ページの「WANブートサーバーへの wanbootプログラムのインストール」
� 262ページの「WANブートサーバーに /etc/netbootディレクトリを作成す
る」

� 265ページの「WANブートサーバーへのWANブート CGIプログラムのコピー」
� 267ページの「(省略可能) HTTPSによるデータの保護」

ドキュメントルートディレクトリの作成
構成ファイルとインストールファイルを提供するには、WANブートサーバーのWeb
サーバーソフトウェアがこれらのファイルにアクセスできるようにする必要がありま
す。たとえば、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリにこれらの
ファイルを置くと、これらのファイルへのアクセスが可能になります。

構成ファイルとインストールファイルの提供にドキュメントルートディレクトリを使
用するには、このディレクトリを作成する必要があります。ドキュメントルート
ディレクトリの作成方法については、Webサーバーのマニュアルを参照してくださ
い。ドキュメントルートディレクトリの設計方法については、240ページの「ド
キュメントルートディレクトリへのインストールファイルと構成ファイルの保存」を
参照してください。

このディレクトリの設定例については、317ページの「ドキュメントルートディレク
トリの作成」を参照してください。

ドキュメントルートディレクトリを作成したあと、WANブートミニルートを作成し
ます。手順については、254ページの「WANブートミニルートの作成」を参照して
ください。

WANブートミニルートの作成
WANブートでは、WANブートインストール用に変更された特別な Solarisミニルー
トが使用されます。WANブートミニルートには、Solarisミニルートにあるソフト
ウェアのサブセットが格納されます。WANブートインストールを実行するには、
Solaris 10 DVDまたは Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDから、このミニルートをWAN
ブートサーバーにコピーする必要があります。-wオプションを指定して
setup_install_serverコマンドを実行し、Solarisソフトウェアのメディアからシ
ステムのハードディスクにWANブートミニルートをコピーします。
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� SPARC: WANブートミニルートを作成する方法
次の手順では、SPARCメディアを使って SPARC WANブートミニルートを作成しま
す。x86ベースのサーバーから SPARC WANブートミニルートを提供するには、まず
SPARCマシンにミニルートを作成する必要があります。次に、作成したミニルート
を、x86ベースのサーバーのドキュメントルートディレクトリにコピーします。

この手順では、WANブートサーバーでボリュームマネージャーを実行していると仮
定します。ボリュームマネージャーを使用せずにリムーバブルメディアを管理する方
法については、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照して
ください。

1. WANブートサーバー上でスーパーユーザーになります。

システムの必要条件は次のとおりです。

� CD-ROMドライブまたは DVD-ROMドライブを備えていること

� サイトのネットワークおよびネームサービスに組み込まれていること

ネームサービスを使用する場合は、システムがすでに NIS、NIS+、DNS、
LDAPのいずれかのネームサービスに登録されていなければなりません。ネー
ムサービスを使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を
供給する必要があります。

2. Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDまたは Solaris 10 DVDをインストールサーバーの
ドライブに挿入します。

3. WANブートミニルートと Solarisインストールイメージを置くためのディレクト
リを作成します。

# mkdir -p wan-dir-path install-dir-path

-p 目的のディレクトリを作成するときに、必要な親ディレクトリ
もすべて作成するよう mkdirコマンドに指示します。

wan-dir-path WANブートミニルートの作成先となる、インストールサーバー
上のディレクトリを指定します。このディレクトリには、ミニ
ルートを格納できる容量が必要です。ミニルートの標準サイズ
は 250Mバイトです。

install-dir-path Solarisソフトウェアイメージのコピー先となる、インストール
サーバー上のディレクトリを指定します。この手順の後半で、
このディレクトリは削除できます。

4. マウントされたディスクの Toolsディレクトリに移動します。

# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools

上の例では、cdrom0は、Solaris OSのメディアが入っているドライブへのパスで
す。

始める前に

手順
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5. WANブートミニルートと Solarisソフトウェアイメージを、WANブートサー
バーのハードディスクにコピーします。

# ./setup_install_server -w wan-dir-path install-dir-path

wan-dir-path WANブートミニルートをコピーするディレクトリを指定しま
す。

install-dir-path Solarisソフトウェアイメージをコピーするディレクトリを指定
します。

注 – setup_install_serverコマンドは、Solaris 10 SOFTWAREのディスクイ
メージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できる
ディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。

setup_install_server -w コマンドは、WAN ブートミニルートと、Solaris ソ
フトウェアのネットワークインストールイメージを作成します。

6. (省略可能)ネットワークインストールイメージを削除します。

Solarisフラッシュアーカイブを使ってWANインストールを実行する場合、
Solarisソフトウェアイメージは不要です。ほかのネットワークインストールに使
用する予定がない場合は、ネットワークインストールイメージを削除して、ディス
クの空き領域を増やすことができます。ネットワークインストールイメージを削除
するには、次のコマンドを入力します。

# rm -rf install-dir-path

7. 次のどちらかの方法で、WANブートサーバーがWANブートミニルートにアクセ
スできるようにします。

� WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリに、WANブートミニ
ルートへのシンボリックリンクを作成します。

# cd /document-root-directory/miniroot
# ln -s /wan-dir-path/miniroot .

document-root-directory/miniroot WANブートサーバーのドキュメント
ルートディレクトリにあるディレクトリ
で、WANブートミニルートにリンクす
るものを指定します。

/wan-dir-path/miniroot WANブートミニルートへのパスを指定
します。

� WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリに、WANブートミニ
ルートを移動します。

# mv /wan-dir-path/miniroot /document-root-directory/miniroot/miniroot-name
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wan-dir-path/miniroot WANブートミニルートへのパスを指
定します。

/document-root-directory/miniroot/ WANブートサーバーのドキュメント
ルートディレクトリにあるWAN
ブートミニディレクトリへのパスを
指定します。

miniroot-name WANブートミニルートの名前を指定
します。miniroot.s10_sparcの
ように、わかりやすい名前をファイ
ルに付けます。

WANブートミニルートの作成

setup_install_server(1M)に -wオプションを指定して実行することで、WAN
ブートミニルートと Solarisソフトウェアイメージを、wanserver-1の
/export/install/Solaris_10ディレクトリにコピーします。

wanserver-1に接続されているメディアドライブに Solaris 10 SOFTWAREのメ
ディアを挿入します。次のコマンドを入力します。

wanserver-1# mkdir -p /export/install/sol_10_sparc
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
wanserver-1# ./setup_install_server -w /export/install/sol_10_sparc/miniroot \
/export/install/sol_10_sparc

WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリ (/opt/apache/htdocs/)
に、WANブートミニルートを移動します。この例では、WANブートミニルートの
名前を miniroot.s10_sparcに設定しています。

wanserver-1# mv /export/install/sol_10_sparc/miniroot/miniroot \
/opt/apache/htdocs/miniroot/miniroot.s10_sparc

WANブートインストールの続行

WANブートミニルートを作成したあと、クライアントの OpenBoot PROM (OBP)が
WANブートに対応しているかどうかを確認します。手順については、258ページ
の「クライアントのWANブート対応の確認」を参照してください。

setup_install_serverコマンドの詳細は、install_scripts(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

例 13–1

参考

参照
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クライアントのWANブート対応の確認
WANブートインストールを自動的に実行するには、クライアントシステムの
OpenBoot PROM (OBP)がWANブートに対応している必要があります。クライアン
トの OBPがWANブートに対応していない場合は、ローカル CDを使って必要なプ
ログラムを提供することで、WANブートインストールを実行できます。

クライアントがWANブートに対応しているかどうかを確認するには、クライアント
の OBP構成変数を調べます。クライアントがWANブートに対応しているかどうか
を調べるには、次の手順に従ってください。

� クライアント OBPでのWANブート対応を確認する方法
この手順は、クライアントの OBPがWANブートに対応しているかどうかを調べる
方法を示しています。

1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solarisのシステ
ム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照してくだ
さい。

2. WANブート対応を表す OBP構成変数を調べます。

# eeprom | grep network-boot-arguments

� 変数 network-boot-argumentsが表示されるか、上記のコマンドが
network-boot-arguments: data not available という出力を返した場
合、OBPはWANブートインストールに対応しています。WANブートインス
トールを実行する前に OBPを更新する必要はありません。

� 上記のコマンドから何の出力も得られない場合、OBPはWANブートインス
トールに対応していません。次のどちらかの作業を実行する必要があります。

� クライアントの OBPを更新します。OBPの更新方法については、システム
のマニュアルを参照してください。

� クライアントのインストールを行うための準備作業が完了したら、ローカル
CD-ROMドライブ内の Solaris 10 SOFTWARE CDからWANブートインス
トールを実行します。

ローカル CD-ROMドライブからクライアントをブートする方法について
は、309ページの「ローカルの CDメディアを使ってWANブートインス
トールを実行する方法」を参照してください。WANブートインストールの
準備を続行するには、262ページの「WANブートサーバーに
/etc/netbootディレクトリを作成する」を参照してください。

手順
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クライアント上で OBPがWANブートに対応しているかどうかを
確認する

次のコマンドは、クライアントの OBPがWANブートに対応しているかどうかを確
認する方法を示しています。

# eeprom | grep network-boot-arguments
network-boot-arguments: data not available

この例では、出力に network-boot-arguments: data not available が表示さ
れているので、クライアント OBPはWANブートに対応しています。

WANブートインストールの続行

クライアントの OBPがWANブートに対応していることを確認できたら、wanboot
プログラムをWANブートサーバーにコピーする必要があります。手順については、
259ページの「WANブートサーバーへの wanbootプログラムのインストール」を参
照してください。

クライアントの OBPがWANブートに対応していない場合は、wanbootプログラム
をWANブートサーバーにコピーする必要はありません。ローカル CDを使ってクラ
イアントに wanbootプログラムを提供する必要があります。インストールを続行す
るには、262ページの「WANブートサーバーに /etc/netbootディレクトリを作成
する」を参照してください。

setup_install_serverコマンドの詳細は、第 9章を参照してください。

WANブートサーバーへの wanbootプログラムの
インストール
WANブートでは、特別な二次レベルのブートプログラム wanbootが、クライアント
のインストールに使用されます。wanbootプログラムは、WANブートインストール
の実行に必要な、WANブートミニルート、クライアント構成ファイル、およびイン
ストールファイルを読み込みます。

WANブートインストールを実行するには、インストール時に wanbootプログラムを
クライアントに提供する必要があります。次の方法で、このプログラムをクライアン
トに提供できます。

� クライアントの PROMがWANブートに対応している場合は、WANブートサー
バーからクライアントにプログラムを転送できます。WANブートサーバーに
wanbootプログラムをインストールする必要があります。

クライアントの PROMがWANブートに対応しているかどうかを調べる方法につ
いては、258ページの「クライアント OBPでのWANブート対応を確認する方
法」を参照してください。

例 13–2

参考

参照
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� クライアントの PROMがWANブートに対応していない場合は、ローカル CDを
使ってクライアントにプログラムを提供する必要があります。クライアントの
PROMがWANブートに対応していない場合は、262ページの「WANブートサー
バーに /etc/netbootディレクトリを作成する」に進み、インストールの準備を
続行します。

� SPARC: WANブートサーバーに wanbootプログラムを
インストールする方法
この手順は、SolarisメディアからWANブートサーバーに wanbootプログラムをコ
ピーする方法を示しています。

この手順では、WANブートサーバーでボリュームマネージャーを実行していると仮
定します。ボリュームマネージャーを使用せずにリムーバブルメディアを管理する方
法については、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照して
ください。

クライアントシステムがWANブートに対応していることを確認します。詳細は、
258ページの「クライアント OBPでのWANブート対応を確認する方法」を参照して
ください。

1. インストールサーバー上でスーパーユーザーになります。

2. Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDまたは Solaris 10 DVDをインストールサーバーの
ドライブに挿入します。

3. Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDまたは Solaris 10 DVDの sun4uプラットフォーム
ディレクトリに移動します。

# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Boot/platform/sun4u/

4. インストールサーバーに wanbootプログラムをコピーします。

# cp wanboot /document-root-directory/wanboot/wanboot-name

document-root-directory WANブートサーバーのドキュメントルートディレクト
リを指定します。

wanboot-name wanbootプログラムの名前を指定します。
wanboot.s10_sparcのように、わかりやすい名前を
ファイルに付けます。

5. 次のどちらかの方法で、WANブートサーバーが wanbootプログラムにアクセス
できるようにします。

� WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリに、wanbootプログ
ラムへのシンボリックリンクを作成します。

始める前に

手順
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# cd /document-root-directory/wanboot
# ln -s /wan-dir-path/wanboot .

document-root-directory/wanboot WANブートサーバーのドキュメント
ルートディレクトリにあるディレクトリ
で、wanbootプログラムにリンクするも
のを指定します。

/wan-dir-path/wanboot wanbootプログラムへのパスを指定しま
す。

� WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリに、WANブートミニ
ルートを移動します。

# mv /wan-dir-path/wanboot /document-root-directory/wanboot/wanboot-name

wan-dir-path/wanboot wanbootプログラムへのパスを指定し
ます。

/document-root-directory/wanboot/ WANブートサーバのドキュメント
ルートディレクトリにある wanboot
プログラムディレクトリへのパスを指
定します。

wanboot-name wanbootプログラムの名前を指定しま
す。wanboot.s10_sparcのように、
わかりやすい名前をファイルに付けま
す。

WANブートサーバーへの wanbootプログラムのインストール

wanbootプログラムをWANブートサーバーにインストールするには、Solaris 10
SOFTWAREのメディアからWANブートサーバーのドキュメントルートディレクト
リに、このプログラムをコピーします。

wanserver-1に接続されているメディアドライブに Solaris 10 DVDまたは Solaris
10 SOFTWARE - 1 CDを挿入し、次のコマンドを入力します。

wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Boot/platform/sun4u/
wanserver-1# cp wanboot /opt/apache/htdocs/wanboot/wanboot.s10_sparc

この例では、wanbootプログラムの名前を wanboot.s10_sparcに設定していま
す。

WANブートインストールの続行

WANブートサーバーに wanbootプログラムをインストールしたあと、WANブート
サーバーに /etc/netbootディレクトリを作成する必要があります。手順について
は、262ページの「WANブートサーバーに /etc/netbootディレクトリを作成す
る」を参照してください。

例 13–3

参考
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wanbootプログラムの概要については、229ページの「WANブートとは」を参照し
てください。

WANブートサーバーに /etc/netbootディレク
トリを作成する
インストール時にWANブートは、Webサーバーの /etc/netbootディレクトリの
内容を参照して、インストールの実行方法に関する指示を取得します。このディレク
トリには、WANブートインストールに必要な、構成情報、非公開鍵、デジタル証明
書、および認証局が保存されます。インストール時、この情報は wanboot-cgiプロ
グラムによってWANブートファイルシステムに変換されます。その後、
wanboot-cgiプログラムはWANブートファイルシステムをクライアントに転送し
ます。

/etc/netbootディレクトリ内にサブディレクトリを作成することで、WANブート
インストールの適用範囲をカスタマイズできます。次のディレクトリ構造を使って、
インストール対象のクライアント間で構成情報をどのように共有するかを定義しま
す。

� 大域的な構成 -ネットワーク上のすべてのクライアントで構成情報を共有するに
は、共有する構成ファイルを /etc/netbootディレクトリに保存します。

� ネットワーク固有の構成 -特定のサブネット上のマシンだけで構成情報を共有する
には、共有する構成ファイルを /etc/netbootディレクトリのサブディレクトリ
に保存します。サブディレクトリは、次の規則に従って名前を付けてください。

/etc/netboot/net-ip

この例で、net-ipはクライアントのサブネットの IPアドレスです。

� クライアント固有の構成 –特定のクライアントだけでブートファイルシステムを使
用するには、ブートファイルシステムのファイルを /etc/netbootのサブディレ
クトリに保存します。サブディレクトリは、次の規則に従って名前を付けてくださ
い。

/etc/netboot/net-ip/client-ID

この例で、net-ipはサブネットの IPアドレスです。client-IDは、DHCPサーバー
によって割り当てられるクライアント IDか、ユーザー指定のクライアント IDで
す。

これらの構成の詳しい設計方法については、242ページの「/etc/netbootディレク
トリへの構成情報とセキュリティー情報の保存」を参照してください。

次の手順は、/etc/netbootディレクトリを作成する方法を示しています。

参照
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� WANブートサーバーに /etc/netbootディレクトリを
作成する方法
/etc/netbootディレクトリを作成するには、次の手順に従ってください。

1. WANブートサーバー上でスーパーユーザーになります。

2. /etc/netbootディレクトリを作成します。

# mkdir /etc/netboot

3. /etc/netbootディレクトリのアクセス権を 700に変更します。

# chmod 700 /etc/netboot

4. /etc/netbootディレクトリの所有者を、Webサーバーの所有者に変更します。

# chown web-server-user:web-server-group /etc/netboot/

web-server-user Webサーバープロセスの所有者であるユーザーを指定しま
す。

web-server-group Webサーバープロセスの所有者であるグループを指定しま
す。

5. スーパーユーザーを終了します。

# exit

6. Webサーバー所有者の役割になります。

7. /etc/netbootディレクトリに、クライアントのサブディレクトリを作成しま
す。

# mkdir -p /etc/netboot/net-ip/client-ID

-p 目的のディレクトリを作成するときに、必要な親ディレク
トリもすべて作成するよう mkdirコマンドに指示します。

(省略可能) net-ip クライアントのサブネットのネットワーク IPアドレスを指
定します。

(省略可能) client-ID クライアント IDを指定します。クライアント IDは、ユー
ザーが定義した値か、DHCPクライアント IDです。
client-IDディレクトリは、net-ipディレクトリのサブディレ
クトリである必要があります。

8. /etc/netbootディレクトリ内の各サブディレクトリについて、アクセス権を
700に変更します。

# chmod 700 /etc/netboot/dir-name

dir-name /etc/netbootディレクトリ内のサブディレクトリの名前を指定しま
す。

手順
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WANブートサーバーに /etc/netbootディレクトリを作成する

次の例は、サブネット 192.168.198.0にあるクライアント 010003BA152A42に対応する
/etc/netbootディレクトリの作成方法を示しています。この例では、nobodyとい
うユーザーと adminというグループが、Webサーバープロセスを所有しています。

この例のコマンドは、次の処理を行います。

� /etc/netbootディレクトリを作成します。

� /etc/netbootディレクトリのアクセス権を 700に変更します。

� /etc/netbootディレクトリの所有権をWebサーバープロセスの所有者に渡しま
す。

� Webサーバーユーザーと同じ役割になります。

� /etc/netbootディレクトリに、サブネット名と同じ名前のサブディレクトリ
192.168.198.0を作成します。

� このサブネットディレクトリに、クライアント IDと同じ名前のサブディレクトリ
を作成します。

� /etc/netbootのサブディレクトリのアクセス権を 700に変更します。

# cd /
# mkdir /etc/netboot/
# chmod 700 /etc/netboot
# chown nobody:admin /etc/netboot
# exit
server# su nobody
Password:
nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42

WANブートインストールの続行

/etc/netbootディレクトリを作成したあと、WANブート CGIプログラムをWAN
ブートサーバーにコピーする必要があります。手順については、265ページの「WAN
ブートサーバーへのWANブート CGIプログラムのコピー」を参照してください。

/etc/netbootディレクトリの詳しい設計方法については、242ページ
の「/etc/netbootディレクトリへの構成情報とセキュリティー情報の保存」を参照
してください。

例 13–4

参考

参照
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WANブートサーバーへのWANブート CGIプロ
グラムのコピー
wanboot-cgiプログラムは、WANブートサーバーからクライアントに次のファイ
ルを転送するデータストリームを作成します。

� wanbootプログラム
� WANブートファイルシステム
� WANブートミニルート

Solaris 10ソフトウェアをインストールすると、wanboot-cgiプログラムもシステム
にインストールされます。WANブートサーバーがこのプログラムを使用できるよう
にするには、WANブートサーバーの cgi-binディレクトリにこのプログラムをコ
ピーします。

� WANブートサーバーに wanboot-cgiプログラムをコ
ピーする方法

1. WANブートサーバー上でスーパーユーザーになります。

2. WANブートサーバーに wanboot-cgiプログラムをコピーします。

# cp /usr/lib/inet/wanboot/wanboot-cgi /WAN-server-root/cgi-bin/wanboot-cgi

/WAN-server-root WANブートサーバー上のWebサーバーソフトウェアのルー
トディレクトリを指定します。

3. WANブートサーバーで、CGIプログラムのアクセス権を 755に変更します。

# chmod 755 /WAN-server-root/cgi-bin/wanboot-cgi

WANブートインストールの続行

WANブート CGIプログラムをWANブートサーバーにコピーしたあと、必要に応じ
てログサーバーを設定できます。手順については、266ページの「(省略可能) WAN
ブートログサーバーを構成する方法」を参照してください。

独立したログサーバーを設定したくない場合は、WANブートインストールのセ
キュリティー機能の設定方法について、267ページの「(省略可能) HTTPSによるデー
タの保護」を参照してください。

wanboot-cgiプログラムの概要については、229ページの「WANブートとは」を参
照してください。

手順

参考

参照
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� (省略可能) WANブートログサーバーを構成する方
法
デフォルトでは、WANブートログメッセージはすべて、クライアントシステムに表
示されます。このデフォルトの動作により、インストールの問題をすばやくデバッグ
できます。

クライアント以外のシステムでブートログメッセージとインストールログメッセージ
を記録するには、ログサーバーを設定する必要があります。インストール時に HTTPS
を介してログサーバーを使用するには、WANブートサーバーをログサーバーとして
構成する必要があります。

ログサーバーを構成するには、次の手順を実行します。

1. ログサーバーの CGIスクリプトディレクトリに bootlog-cgiスクリプトをコ
ピーします。

# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi log-server-root/cgi-bin

log-server-root/cgi-bin ログサーバーのWebサーバーディレクトリにある
cgi-binディレクトリを指定します。

2. bootlog-cgiスクリプトのアクセス権を 755に変更します。

# chmod 755 log-server-root/cgi-bin/bootlog-cgi

3. wanboot.confファイル内の boot_loggerパラメータの値を設定します。

wanboot.confファイルに、ログサーバー上の bootlog-cgiスクリプトの URL
を指定します。

wanboot.confファイルのパラメータの設定方法については、285ページ
の「wanboot.confファイルを作成する方法」を参照してください。

インストール時、ログサーバーの /tmpディレクトリに、ブートログメッセージと
インストールログメッセージが記録されます。ログファイルの名前は
bootlog.hostnameとなります。hostnameは、クライアントのホスト名です。

HTTPSを介してWANブートインストールを行う場合のログサー
バーの構成

次の例では、WANブートサーバーをログサーバーとして構成します。

# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi /opt/apache/cgi-bin/
# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/bootlog-cgi

手順
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WANブートインストールの続行

ログサーバーを設定したあと、必要に応じて、WANブートインストールでデジタル
証明書とセキュリティーキーを使用するように設定できます。WANブートインス
トールのセキュリティー機能の設定方法については、267ページの「(省略可能)
HTTPSによるデータの保護」を参照してください。

(省略可能) HTTPSによるデータの保護
WANブートサーバーからクライアントへの転送データを保護するには、HTTPS
(Secure Sockets Layerを介した HTTP)を使用します。235ページの「セキュリティー
保護されたWANブートインストール構成」に説明されている、より高いセキュリ
ティーで保護されたインストール構成を使用するには、Webサーバーで HTTPSを使
用できるようにする必要があります。

セキュリティー保護されたWANブートを実行しない場合は、この節の手順は省略し
てください。セキュリティー保護されていないインストールの準備を続行するには、273
ページの「カスタム JumpStartインストールファイルの作成」を参照してくださ

い。

WANブートサーバーのWebサーバーソフトウェアで HTTPSを使用できるようにす
るには、次の作業を実行します。

� Webサーバーソフトウェアの SSL (Secure Sockets Layer)サポートを有効にしま
す。

SSLサポートとクライアント認証を有効にする手順は、Webサーバーによって異
なります。Webサーバーでこれらのセキュリティー機能を有効にする方法につい
ては、このマニュアルでは説明していません。これらの機能については、次のマ
ニュアルを参照してください。

� Sun ONE Web Serverおよび iPlanet Web Serverで SSLを有効にする方法につ
いては、http://docs.sun.comにある Sun ONEおよび iPlanetのマニュアルコ
レクションを参照してください。

� Apache Webサーバーで SSLを有効にする方法については、
http://httpd.apache.org/docs-project/にあるApache Documentation Project
を参照してください。

� 上記以外のWebサーバーソフトウェアを使用している場合は、そのソフト
ウェアのマニュアルを参照してください。

� WANブートサーバーにデジタル証明書をインストールします。

WANブートでデジタル証明書を使用する方法については、268ページの「(省略可
能)サーバー認証とクライアント認証にデジタル証明書を使用する方法」を参照し
てください。

参考
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� 信頼できる証明書をクライアントに提供します。

信頼できる証明書の作成方法については、268ページの「(省略可能)サーバー認証
とクライアント認証にデジタル証明書を使用する方法」を参照してください。

� ハッシュキーと暗号化鍵を作成します。

キーの作成方法については、271ページの「(省略可能)ハッシュキーと暗号化鍵を
作成する方法」を参照してください。

� (省略可能)クライアント認証をサポートするようにWebサーバーソフトウェアを
構成します。

クライアント認証をサポートするようにWebサーバーを構成する方法について
は、Webサーバーのマニュアルを参照してください。

ここでは、WANブートインストールでデジタル証明書とセキュリティーキーを使用
する方法について説明します。

� (省略可能)サーバー認証とクライアント認証にデ
ジタル証明書を使用する方法
WANブートインストールでは、PKCS#12ファイルを使って、サーバー認証または
サーバー認証とクライアント認証の両方を伴うインストールを HTTPSで実行できま
す。PKCS#12ファイルを使用するための要件とガイドラインについては、245ページ
の「デジタル証明書の要件」を参照してください。

WANブートインストールで PKCS#12ファイルを使用するには、次の作業を実行しま
す。

� PKCS#12ファイルを、SSL非公開鍵のファイルと信頼できる証明書のファイルに
分割します。

� /etc/netbootディレクトリにあるクライアントの truststoreファイルに、信
頼できる証明書を挿入します。信頼できる証明書に従って、クライアントはサー
バーを信頼します。

� (省略可能) /etc/netbootディレクトリにあるクライアントの keystoreファイ
ルに、SSL非公開鍵ファイルの内容を挿入します。

wanbootutilコマンドには、上記の作業を実行するためのオプションが用意されて
います。

セキュリティー保護されたWANブートを実行しない場合は、この手順は省略してく
ださい。セキュリティー保護されていないインストールの準備を続行するには、273
ページの「カスタム JumpStartインストールファイルの作成」を参照してください。

信頼できる証明書とクライアントの非公開鍵を作成するには、次の手順に従ってくだ
さい。
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PKCS#12ファイルを分割する前に、WANブートサーバーの /etc/netbootディレ
クトリに適切なサブディレクトリを作成してください。

� /etc/netbootディレクトリの概要については、242ページの「/etc/netboot
ディレクトリへの構成情報とセキュリティー情報の保存」を参照してください。

� /etc/netbootディレクトリの作成方法については、262ページの「WANブート
サーバーに /etc/netbootディレクトリを作成する」を参照してください。

1. WANブートサーバーで、Webサーバーユーザーと同じ役割になります。

2. 信頼できる証明書を PKCS#12ファイルから抽出します。/etc/netbootディレ
クトリにあるクライアントの truststoreファイルに、この証明書を挿入しま
す。

# wanbootutil p12split -i p12cert \
-t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore

p12split
wanbootutilコマンドのオプションです。PKCS#12ファイルを非公開鍵
ファイルと証明書ファイルに分割します。

-i p12cert
分割する PKCS#12ファイルの名前を指定します。

-t /etc/netboot/ net-ip/client-ID/truststore
クライアントの truststoreファイルに証明書を挿入します。net-ipは、クラ
イアントのサブネットの IPアドレスです。client-IDは、ユーザーが定義した ID
か、DHCPクライアント IDです。

3. (省略可能)クライアント認証を要求するかどうかを決定します。

� 要求しない場合は、271ページの「(省略可能)ハッシュキーと暗号化鍵を作成
する方法」に進みます。

� 要求する場合は、引き続き次の手順を実行します。

a. クライアントの certstoreにクライアントの証明書を挿入します。

# wanbootutil p12split -i p12cert -c \
/etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile

p12split
wanbootutilコマンドのオプションです。PKCS#12ファイルを非公開
鍵ファイルと証明書ファイルに分割します。

-i p12cert
分割する PKCS#12ファイルの名前を指定します。

-c /etc/netboot/net-ip/ client-ID/certstore
クライアントの certstoreにクライアントの証明書を挿入します。
net-ipは、クライアントのサブネットの IPアドレスです。client-IDは、
ユーザーが定義した IDか、DHCPクライアント IDです。

始める前に
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-k keyfile
PKCS#12ファイルの分割によって作成する、クライアントの SSL非公開
鍵ファイルの名前を指定します。

b. クライアントの keystoreに非公開鍵を挿入します。

# wanbootutil keymgmt -i -k keyfile \
-s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa

keymgmt -i
クライアントの keystoreに SSL非公開鍵を挿入します。

-k keyfile
前の手順で作成したクライアントの非公開鍵ファイルの名前を指定しま
す。

-s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore
クライアントの keystoreへのパスを指定します。

-o type=rsa
キータイプとして RSAを指定します。

サーバー認証用の信頼できる証明書を作成する

次の例では、サブネット 192.168.198.0にあるクライアント 010003BA152A42に対し
て、PKCS#12ファイルを使ってインストールを行います。このコマンド例は、
client.p12という名前の PKCS#12ファイルから証明書を抽出します。次に、この
信頼できる証明書の内容を、クライアントの truststoreファイルに挿入します。

これらのコマンドを実行する前に、まずWebサーバーユーザーと同じユーザー役割に
なる必要があります。この例の場合、Webサーバーユーザー役割は nobodyです。

server# su nobody
Password:
nobody# wanbootutil p12split -i client.p12 \
-t /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/truststore
nobody# chmod 600 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/truststore

WANブートインストールの続行

デジタル証明書を作成したあと、ハッシュキーと暗号化鍵を作成します。手順につい
ては、271ページの「(省略可能)ハッシュキーと暗号化鍵を作成する方法」を参照し
てください。

信頼できる証明書の作成方法については、wanbootutil(1M)のマニュアルページを
参照してください。

例 13–6

参考

参照
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� (省略可能)ハッシュキーと暗号化鍵を作成する方
法
HTTPSを使ってデータを転送するには、HMAC SHA1ハッシュキーと暗号化鍵を作
成する必要があります。半私設のネットワーク上でインストールを行うときなど、イ
ンストールデータの暗号化が不要な場合もあります。HMAC SHA1ハッシュキーを使
用すると、wanbootプログラムの完全性を確認できます。

wanbootutil keygen コマンドを使用すると、これらのキーを生成し、
/etc/netbootの適切なディレクトリに保存できます。

セキュリティー保護されたWANブートを実行しない場合は、この手順は省略してく
ださい。セキュリティー保護されていないインストールの準備を続行するには、273
ページの「カスタム JumpStartインストールファイルの作成」を参照してください。

ハッシュキーと暗号化鍵を作成するには、次の手順に従ってください。

1. WANブートサーバーで、Webサーバーユーザーと同じ役割になります。

2. HMAC SHA1マスターキーを作成します。

# wanbootutil keygen -m

keygen -m WANブートサーバーの HMAC SHA1マスターキーを作成しま
す。

3. このマスターキーから、クライアントの HMAC SHA1ハッシュキーを作成しま
す。

# wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip,{cid=client-ID,}]type=sha1

-c クライアントのハッシュキーをマスターキーから作成
します。

-o wanbootutil keygen コマンドに追加オプションが
含まれていることを示します。

(省略可能) net=net-ip クライアントのサブネットの IPアドレスを指定しま
す。netオプションを指定しない場合、キーは
/etc/netboot/keystoreファイルに保存され、す
べてのWANブートクライアントで使用可能になりま
す。

(省略可能) cid=client-ID クライアント IDを指定します。クライアント ID
は、ユーザーが定義した IDか、DHCPクライアント
IDです。cidオプションの前には、net=に有効な値
を指定する必要があります。netオプションを指定
し、cidオプションを指定しない場合、キーは
/etc/netboot/net-ip/keystoreファイルに保存さ
れます。このキーは、net-ipサブネットにあるすべて
のWANブートクライアントで使用可能になります。

手順
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type=sha1 クライアントの HMAC SHA1ハッシュキーを作成す
るよう、wanbootutil keygen ユーティリティーに
指示します。

4. クライアントの暗号化鍵を作成する必要があるかどうかを決定します。

HTTPSを介してWANブートインストールを実行するには、暗号化鍵を作成する
必要があります。クライアントがWANブートサーバーと HTTPS接続を確立する
前に、WANブートサーバーは、暗号化されたデータと情報をクライアントに転送
します。クライアントは暗号化鍵を使ってこの情報を復号化し、インストール時に
この情報を使用することができます。

� サーバー認証を伴う、より高いセキュリティーで保護されたWANインストー
ルを HTTPSで実行する場合は、次の手順に進みます。

� wanbootプログラムの完全性チェックだけを行う場合は、暗号化鍵を作成する
必要はありません。手順 6に進みます。

5. クライアントの暗号化鍵を作成します。

# wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip,{cid=client-ID,}]type=key-type

-c クライアントの暗号化鍵を作成します。

-o wanbootutil keygen コマンドに追加オプションが
含まれていることを示します。

(省略可能) net=net-ip クライアントのネットワーク IPアドレスを指定しま
す。netオプションを指定しない場合、キーは
/etc/netboot/keystoreファイルに保存され、す
べてのWANブートクライアントで使用可能になりま
す。

(省略可能) cid=client-ID クライアント IDを指定します。クライアント ID
は、ユーザーが定義した IDか、DHCPクライアント
IDです。cidオプションの前には、net=に有効な値
を指定する必要があります。netオプションを指定
し、cidオプションを指定しない場合、キーは
/etc/netboot/net-ip/keystoreファイルに保存さ
れます。このキーは、net-ipサブネットにあるすべて
のWANブートクライアントで使用可能になります。

type=key-type クライアントの暗号化鍵を作成するよう、
wanbootutil keygen ユーティリティーに指示しま
す。key-typeには、3desまたは aesという値を指定
できます。

6. クライアントシステムにキーをインストールします。

クライアントにキーをインストールする方法については、294ページの「クライア
ントに対するキーのインストール」を参照してください。
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HTTPSを介してWANブートインストールを実行するために必要
なキーを作成する

次の例では、WANブートサーバーの HMAC SHA1マスターキーを作成します。また
この例では、サブネット 192.168.198.0にあるクライアント 010003BA152A42用に、
HMAC SHA1ハッシュキーと 3DES暗号化鍵を作成します。

これらのコマンドを実行する前に、まずWebサーバーユーザーと同じユーザー役割に
なる必要があります。この例の場合、Webサーバーユーザー役割は nobodyです。

server# su nobody
Password:
nobody# wanbootutil keygen -m
nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des

WANブートインストールの続行

ハッシュキーと暗号化鍵を作成したあと、インストールファイルを作成する必要があ
ります。手順については、273ページの「カスタム JumpStartインストールファイル
の作成」を参照してください。

ハッシュキーと暗号化鍵の概要については、233ページの「WANブートインストー
ル時のデータの保護」を参照してください。

ハッシュキーと暗号化鍵の作成方法については、wanbootutil(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

カスタム JumpStartインストールファイ
ルの作成
WANブートは、カスタム JumpStartインストールを実行して、Solarisフ
ラッシュアーカイブをクライアントにインストールします。カスタム JumpStartは、
あらかじめ作成したプロファイルを使って、複数のシステムのインストールを自動的
にかつ同時に行うことができる、コマンド行インタフェースです。プロファイルに
は、どのようにソフトウェアをインストールするかを定義します。さらに、インス
トール前とインストール後に実行する作業を、シェルスクリプトを使用して指定する
ことができます。システムのインストールまたはアップグレードにどのプロファイル
とスクリプトを使用するかを選択できます。カスタム JumpStartでは、選択したプロ
ファイルとスクリプトに基づいて、システムのインストールまたはアップグレードが
行われます。また、sysidcfgファイルを使用して構成情報を指定することにより、
カスタム JumpStartインストールを完全に自動化することも可能です。

例 13–7

参考
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WANブートインストール用のカスタム JumpStartファイルを準備するには、次の作
業を実行します。

� 274ページの「Solarisフラッシュアーカイブを作成する方法」
� 276ページの「sysidcfgファイルを作成する方法」
� 279ページの「rulesファイルを作成する方法」
� 277ページの「プロファイルを作成する方法」
� 282ページの「(省略可能)開始スクリプトと終了スクリプトの作成」

カスタム JumpStartインストールの詳細は、『Solaris 10インストールガイド (カスタ
ム JumpStart/上級編)』の第 5章「カスタム JumpStart (概要)」を参照してくださ
い。

� Solarisフラッシュアーカイブを作成する方法
Solarisフラッシュインストール機能を利用すると、マスターシステムと呼ばれるシス
テム上の Solaris OSを、単一の参照用インストールイメージとして使用できます。ま
た、マスターシステムのイメージを複製して、Solarisフラッシュアーカイブを作成で
きます。ネットワーク内のほかのシステムにこの Solarisフラッシュアーカイブをイン
ストールすることで、クローンシステムを作成できます。

ここでは、Solarisフラッシュアーカイブの作成方法について説明します。

Solarisフラッシュアーカイブを作成する前に、マスターシステムのインストールを行
う必要があります。

� マスターシステムのインストール方法については、『Solaris 10インストールガイ
ド (Solarisフラッシュアーカイブの作成とインストール)』の「マスターシステム
へのインストール」を参照してください。

� Solarisフラッシュアーカイブの詳細については、『Solaris 10インストールガイド
(Solarisフラッシュアーカイブの作成とインストール)』の第 1章「Solarisフ
ラッシュ (概要)」を参照してください。

Webサーバーソフトウェアのマニュアルを参照して、Solarisフラッシュアーカイブの
大きさのファイルを転送できることを確認してください。

1. マスターシステムをブートします。

できるだけ静的な状態でマスターシステムを稼働させます。可能であれば、システ
ムをシングルユーザーモードで実行してください。これが不可能な場合、アーカイ
ブするアプリケーションおよび大量のオペレーティングシステムリソースを必要と
するアプリケーションを停止します。

2. flar create コマンドを使用して、アーカイブを作成します。

# flar create -n name [optional-parameters] document-root/flash/filename
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name アーカイブに指定する名前です。指定する nameは、
content_nameキーワードの値になります。

optional-parameters flar create コマンドには、Solaris フラッシュアーカ
イブをカスタマイズするためのオプションをいくつか指
定できます。これらのオプションの詳細は、
『Solaris 10インストールガイド (Solarisフ
ラッシュアーカイブの作成とインストール)』の第 5
章「Solarisフラッシュ (リファレンス)」を参照してくだ
さい。

document-root/flash インストールサーバーのドキュメントルートディレクト
リにある Solarisフラッシュサブディレクトリへのパス
です。

filename アーカイブファイルの名前です。

ディスク容量を節約するために、flar create コマンドに -c オプションを指定
してアーカイブを圧縮することもできます。ただし、アーカイブを圧縮すると、
WANブートインストールのパフォーマンスに影響する場合があります。圧縮され
たアーカイブの作成方法については、flarcreate(1M)のマニュアルページを参
照してください。

� アーカイブの作成が正常に完了すると、flar create コマンドは終了コード 0
を返します。

� アーカイブの作成が失敗すると、flar create コマンドは 0 以外の終了コー
ドを返します。

WANブートインストール用 Solarisフラッシュアーカイブの作成

この例では、wanserverというホスト名を持つWANブートサーバーシステムのク
ローンを作成して、Solarisフラッシュアーカイブを作成します。このアーカイブは
sol_10_sparcという名前で、マスターシステムから正確にコピーされます。アーカ
イブはマスターシステムの完全な複製です。アーカイブは sol_10_sparc.flarに
格納されます。WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリの
flash/archivesサブディレクトリにこのアーカイブを保存します。

wanserver# flar create -n sol_10_sparc \
/opt/apache/htdocs/flash/archives/sol_10_sparc.flar

WANブートインストールの続行

Solarisフラッシュアーカイブを作成したあと、sysidcfgファイルでクライアント情
報を事前設定します。手順については、276ページの「sysidcfgファイルを作成す
る方法」を参照してください。
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Solarisフラッシュアーカイブの作成方法については、『Solaris 10インストールガイ
ド (Solarisフラッシュアーカイブの作成とインストール)』の第 3章「Solarisフ
ラッシュアーカイブの作成 (作業)」を参照してください。

flar create コマンドの詳細は、flarcreate(1M) のマニュアルページを参照して
ください。

� sysidcfgファイルを作成する方法
sysidcfgファイルに一連のキーワードを指定すると、システムを事前設定できま
す。

sysidcfgファイルを作成するには、次の手順に従ってください。

Solarisフラッシュアーカイブを作成する詳細は、274ページの「Solarisフ
ラッシュアーカイブを作成する方法」を参照してください。

1. インストールサーバーで、テキストエディタを使って sysidcfgというファイル
を作成します。

2. 必要な sysidcfgのキーワードを入力します。

sysidcfgのキーワードの詳細については、89ページの「sysidcfgファイル
キーワード」を参照してください。

3. WANブートサーバーがアクセスできる場所に、この sysidcfgファイルを保存
します。

このファイルを次のどちらかの場所に保存します。

� WANブートサーバーとインストールサーバーが同じマシンに置かれている場
合は、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリの flashサブ
ディレクトリにこのファイルを保存します。

� WANブートサーバーとインストールサーバーがそれぞれ別のマシンに置かれ
ている場合は、インストールサーバーのドキュメントルートディレクトリの
flashサブディレクトリにこのファイルを保存します。

WANブートインストール用の sysidcfgファイル

SPARCベースのシステムで使用される sysidcfgファイルの例を次に示します。こ
のシステムのホスト名、IPアドレス、およびネットマスクは、ネームサービスを編集
することにより、すでに事前設定されています。

network_interface=primary {hostname=wanclient
default_route=192.168.198.1
ip_address=192.168.198.210
netmask=255.255.255.0

参照
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protocol_ipv6=no}
timezone=US/Central
system_locale=C
terminal=xterm
timeserver=localhost
name_service=NIS {name_server=matter(192.168.255.255)

domain_name=mind.over.example.com
}

security_policy=none

WANブートインストールの続行

sysidcfgファイルを作成したあと、クライアントのカスタム JumpStartプロファイ
ルを作成します。手順については、277ページの「プロファイルを作成する方法」を
参照してください。

sysidcfgのキーワードと値の詳細については、87ページの「sysidcfgファイルに
よる事前設定」を参照してください。

� プロファイルを作成する方法
プロファイルは、システムへの Solarisソフトウェアのインストール方法をカスタム
JumpStartプログラムに指示するテキストファイルです。プロファイルには、インス
トール要素 (インストールするソフトウェアグループなど)を指定します。

プロファイルの作成方法の詳細は、『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の「プロファイルの作成」を参照してください。

プロファイルを作成するには、次の手順に従ってください。

クライアント用の sysidcfgファイルを作成します。詳細は、276ページ
の「sysidcfgファイルを作成する方法」を参照してください。

1. インストールサーバーで、テキストファイルを作成します。ファイルにわかりやす
い名前を付けます。

プロファイルには、システムに Solarisソフトウェアをインストールする際の使用
目的を表すような名前を付けてください。たとえば、basic_install、
eng_profile、user_profileなどのプロファイル名を付けます。

2. プロファイルにプロファイルキーワードと値を追加します。

プロファイルのキーワードと値の一覧は、『Solaris 10インストールガイド (カス
タム JumpStart/上級編)』の「プロファイルキーワードと値」を参照してくださ
い。

参考
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プロファイルキーワードとプロファイル値には、大文字と小文字の区別がありま
す。

3. WANブートサーバーがアクセスできる場所に、このプロファイルを保存します。

このプロファイルを次のどちらかの場所に保存します。

� WANブートサーバーとインストールサーバーが同じマシンに置かれている場
合は、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリの flashサブ
ディレクトリにこのファイルを保存します。

� WANブートサーバーとインストールサーバーがそれぞれ別のマシンに置かれ
ている場合は、インストールサーバーのドキュメントルートディレクトリの
flashサブディレクトリにこのファイルを保存します。

4. プロファイルの所有者が rootで、そのアクセス権が 644に設定されていることを
確認します。

5. (省略可能)プロファイルをテストします。

プロファイルのテストに関する情報については、『Solaris 10インストールガイド
(カスタム JumpStart/上級編)』の「プロファイルのテスト」を参照してくださ
い。

HTTPSサーバーから Solarisフラッシュアーカイブを取得する

次の例のプロファイルは、カスタム JumpStartプログラムに対し、HTTPSサーバーか
ら Solarisフラッシュアーカイブを取得するように指示します。

# profile keywords profile values
# ---------------- -------------------
install_type flash_install
archive_location https://192.168.198.2/sol_10_sparc.flar
partitioning explicit
filesys c0t1d0s0 4000 /
filesys c0t1d0s1 512 swap
filesys c0t1d0s7 free /export/home

この例で使用されているキーワードと値の一部について、次のリストで説明します。

install_type このプロファイルにより、Solarisフラッシュアーカイブが
クローンシステムにインストールされます。すべてのファイ
ルは、初期インストールにより上書きされます。

archive_location 圧縮された Solarisフラッシュアーカイブが HTTPSサー
バーから取得されます。

partitioning partitioningの値が explicitであるため、ファイルシステ
ムスライスは、filesysキーワードによって指定します。
ルート (/)のサイズは Solarisフラッシュアーカイブのサイ
ズに基づいて割り当てています。swapは、必要なサイズを
割り当てた上で、c0t1d0s1上にインストールされるよう
に設定しています。/export/homeのサイズは残りの
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ディスク容量に基づいて決定されます。/export/homeは
c0t1d0s7上にインストールされます。

WANブートインストールの続行

プロファイルを作成したあと、rulesファイルの作成と妥当性検査を行う必要があり
ます。手順については、279ページの「rulesファイルを作成する方法」を参照して
ください。

プロファイルの作成方法の詳細は、『Solaris 10インストールガイド (カスタム
JumpStart/上級編)』の「プロファイルの作成」を参照してください。

プロファイルのキーワードと値の詳細については、『Solaris 10インストールガイド
(カスタム JumpStart/上級編)』の「プロファイルキーワードと値」を参照してくださ
い。

� rulesファイルを作成する方法
rulesファイルは、Solaris OSのインストール先となる各システムグループのルール
を記述したテキストファイルです。各ルールは 1つ以上のシステム属性にもとづいて
システムグループを識別し、各グループをプロファイルにリンクします。プロファイ
ルは、グループ内の各システムに Solarisソフトウェアがどのようにインストールされ
るかを定義するテキストファイルです。たとえば、次のルールは JumpStartプログラ
ムが basic_profプロファイル内の情報を使用し、sun4uプラットフォームグルー
プを持つすべてのシステムに対してインストールを実行することを示します。

karch sun4u - basic_prof -

rulesファイルを使用して、カスタム JumpStartインストールに必要な rules.ok
ファイルを作成します。

rulesファイルの作成方法の詳細については、『Solaris 10インストールガイド (カス
タム JumpStart/上級編)』の「rulesファイルの作成」を参照してください。

rulesファイルを作成するには、次の手順に従ってください。

クライアント用のプロファイルを作成します。詳細は、277ページの「プロファイル
を作成する方法」を参照してください。

1. インストールサーバーで、rulesという名前のテキストファイルを作成します。

参考
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2. インストール対象であるシステムのグループごとに、適用するルールを rules
ファイルに追加します。

rulesファイルの作成方法の詳細については、『Solaris 10インストールガイド
(カスタム JumpStart/上級編)』の「rulesファイルの作成」を参照してください。

3. インストールサーバーに rulesファイルを保存します。

4. rulesファイルの妥当性検査を行います。

$ ./check -p path -r file-name

-p path 使用しているシステムの checkスクリプトではなく Solaris 10ソ
フトウェアイメージの checkスクリプトを使用して rulesを検
証します。pathは、ローカルディスク、マウントされた Solaris 10
DVD、または Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD上のイメージです。

システムが以前のバージョンの Solaris OSを実行している場合、
このオプションを使用して、最新バージョンの checkスクリプト
を実行します。

-r file_name 名前が rules以外の rulesファイル名を指定します。このオプ
ションを使用すると、rulesファイルに組み込む前にルールの妥
当性を検査できます。

checkスクリプトを実行すると、rulesファイルの有効性と各プロファイルの有
効性の検査結果が表示されます。エラーが検出されないと、The custom
JumpStart configuration is ok と表示されます。check スクリプトに
よって rules.okファイルが作成されます。

5. WANブートサーバーがアクセスできる場所に、この rules.okファイルを保存
します。

このファイルを次のどちらかの場所に保存します。

� WANブートサーバーとインストールサーバーが同じマシンに置かれている場
合は、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリの flashサブ
ディレクトリにこのファイルを保存します。

� WANブートサーバーとインストールサーバーがそれぞれ別のマシンに置かれ
ている場合は、インストールサーバーのドキュメントルートディレクトリの
flashサブディレクトリにこのファイルを保存します。

6. rootが rules.okファイルを所有していて、そのアクセス権が 644に設定されて
いることを確認します。

rulesファイルの作成と妥当性検査

カスタム JumpStartプログラムでは、wanclient-1システム用の正しいインストー
ルプロファイルを選択するために、rulesファイルが使用されます。rulesという
名前のテキストファイルを作成します。次に、このファイルにキーワードと値を追加
します。
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クライアントシステムの IPアドレスは 192.168.198.210で、ネットマスクは
255.255.255.0です。networkルールキーワードを使って、カスタム JumpStartプログ
ラムでクライアントのインストールに使用するプロファイルを指定します。

network 192.168.198.0 - wanclient_prof -

この rulesファイルは、wanclient_profを使ってクライアントに Solaris 10ソフ
トウェアをインストールするよう、カスタム JumpStartプログラムに指示します。

このルールファイルに wanclient_ruleという名前を付けます。

プロファイルと rulesファイルを作成したあと、checkスクリプトを実行して、
ファイルの妥当性を検査します。

wanserver# ./check -r wanclient_rule

checkスクリプトによってエラーが検出されない場合は、rules.okファイルが作成
されます。

rules.okファイルを /opt/apache/htdocs/flash/ディレクトリに保存しま
す。

WANブートインストールの続行

rules.okファイルを作成したあと、必要に応じて開始スクリプトと終了スクリプト
を設定できます。手順については、282ページの「(省略可能)開始スクリプトと終了
スクリプトの作成」を参照してください。

開始スクリプトと終了スクリプトを設定しない場合は、282ページの「構成ファイル
の作成」を参照してWANブートインストールを続行します。

rulesファイルの作成方法の詳細については、『Solaris 10インストールガイド (カス
タム JumpStart/上級編)』の「rulesファイルの作成」を参照してください。

rulesファイルのキーワードと値の詳細については、『Solaris 10インストールガイ
ド (カスタム JumpStart/上級編)』の「ルールキーワードと値の説明」を参照してく
ださい。
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(省略可能)開始スクリプトと終了スクリプトの作
成
「開始スクリプト」と「終了スクリプト」は、ユーザーが定義する Bourneシェルス
クリプトで、rulesファイル内で指定します。開始スクリプトは、Solarisソフト
ウェアがシステムにインストールされる前に作業を実行します。終了スクリプトは、
Solarisソフトウェアがシステムにインストールされたあと、システムがリブートする
前に作業を実行します。これらのスクリプトは、カスタム JumpStartインストールで
Solarisをインストールするときのみ使用できます。

開始スクリプトを使用すると、派生プロファイルを作成できます。終了スクリプトを
使用すると、ファイル、パッケージ、パッチ、ほかのソフトウェアの追加など、各種
のポストインストール作業を実行できます。

開始スクリプトと終了スクリプトは、インストールサーバー上で sysidcfg、
rules.ok、およびプロファイルの各ファイルと同じディレクトリに保存する必要が
あります。

� 開始スクリプトの作成方法については、『Solaris 10インストールガイド (カスタ
ム JumpStart/上級編)』の「開始スクリプトの作成」を参照してください。

� 終了スクリプトの作成方法については、『Solaris 10インストールガイド (カスタ
ム JumpStart/上級編)』の「終了スクリプトの作成」を参照してください。

WANブートインストールの準備を続行するには、282ページの「構成ファイルの作
成」を参照してください。

構成ファイルの作成
WANブートでは、WANブートインストールに必要なデータとファイルの場所が、
次のファイルによって指定されます。

� システム構成ファイル (system.conf)
� wanboot.confファイル

ここでは、これら 2つのファイルの作成方法と保存方法について説明します。

� システム構成ファイルを作成する方法
システム構成ファイルでは、次のファイルの場所をWANブートインストールプログ
ラムに指示できます。

� sysidcfgファイル
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� rules.okファイル
� カスタム JumpStartプロファイル

WANブートは、システム構成ファイルのポインタに従って、クライアントに対して
インストールと構成を行います。

システム構成ファイルは、プレーンテキストファイルで、次の書式に従う必要があり
ます。

設定=値

システム構成ファイルを使って sysidcfg、rules.ok、およびプロファイルの各
ファイルの場所をWANインストールプログラムに指示するには、次の手順を実行し
ます。

システム構成ファイルを作成する前に、WANブートインストール用のインストール
ファイルを作成する必要があります。詳細は、273ページの「カスタム JumpStartイ
ンストールファイルの作成」を参照してください。

1. WANブートサーバーで、Webサーバーユーザーと同じ役割になります。

2. テキストファイルを作成します。sys-conf.s10–sparcのように、わかりやす
い名前をファイルに付けます。

3. このシステム構成ファイルに、次のエントリを追加します。

SsysidCF=sysidcfg-file-URL
sysidcfgファイルが置かれているインストールサーバー上の flashディレク
トリを指定します。この URLは、276ページの「sysidcfgファイルを作成す
る方法」で作成した sysidcfgファイルへのパスと一致するようにしてくださ
い。

HTTPSを使ってWANインストールを行う場合は、有効な HTTPS URLを設定
してください。

SjumpsCF=jumpstart-files-URL
rules.okファイル、プロファイルファイル、および開始スクリプトと終了ス
クリプトが置かれているインストールサーバー上の Solarisフラッシュディレク
トリを指定します。この URLは、277ページの「プロファイルを作成する方
法」および 279ページの「rulesファイルを作成する方法」で作成したカスタ
ム JumpStartファイルへのパスと一致するようにしてください。

HTTPSを使ってWANインストールを行う場合は、有効な HTTPS URLを設定
してください。

4. WANブートサーバーがアクセスできるディレクトリに、このファイルを保存しま
す。

管理上の目的から、WANブートサーバーの /etc/netbootディレクトリにある
適切なクライアントのディレクトリに、このファイルを保存することもできます。
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5. システム構成ファイルのアクセス権を 600に変更します。

# chmod 600 /path/system-conf-file

path システム構成ファイルが置かれているディレクトリへのパスを
指定します。

system-conf-file システム構成ファイルの名前を指定します。

HTTPSを介してWANブートインストールを行う場合のシステム
構成ファイル

次の例で、WANブートプログラムは、Webサーバー https://www.example.com
のポート 1234上で sysidcfgファイルとカスタム JumpStartファイルを検索しま
す。インストール時、Webサーバーは HTTPSを使ってデータとファイルを暗号化し
ます。

sysidcfgファイルとカスタム JumpStartファイルは、ドキュメントルートディレク
トリ /opt/apache/htdocsの flashサブディレクトリに置かれています。

SsysidCF=https://www.example.com:1234/flash
SjumpsCF=https://www.example.com:1234/flash

セキュリティー保護されていないWANブートインストールを行う
場合のシステム構成ファイル

次の例で、WANブートプログラムは、Webサーバー http://www.example.com
で sysidcfgファイルとカスタム JumpStartファイルを検索します。Webサーバー
は HTTPを使用するため、インストール時にデータやファイルは保護されません。

sysidcfgファイルとカスタム JumpStartファイルは、ドキュメントルートディレク
トリ /opt/apache/htdocsの flashサブディレクトリに置かれています。

SsysidCF=http://www.example.com/flash
SjumpsCF=http://www.example.com/flash

WANブートインストールの続行

システム構成ファイルを作成したあと、wanboot.confファイルを作成します。手順
については、285ページの「wanboot.confファイルを作成する方法」を参照してく
ださい。

例 13–12

例 13–13

参考
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� wanboot.confファイルを作成する方法
wanboot.confファイルは、プレーンテキストの構成ファイルで、WANインストー
ルを実行するためにWANブートプログラムで使用されます。wanboot-cgiプログ
ラム、ブートファイルシステム、およびWANブートミニルートはすべて、
wanboot.confファイルに保存されている情報を使ってクライアントマシンのインス
トールを行います。

WANブートサーバー上の /etc/netbootディレクトリにある該当のクライアントの
サブディレクトリに、この wanboot.confファイルを保存してください。
/etc/netbootディレクトリを使ってWANブートインストールの適用範囲を定義す
る方法については、262ページの「WANブートサーバーに /etc/netbootディレク
トリを作成する」を参照してください。

WANブートサーバーで Solaris 10 OSが稼働している場合は、
/etc/netboot/wanboot.conf.sampleに wanboot.confファイルの例がありま
す。この例は、WANブートインストール用のテンプレートとして使用できます。

wanboot.confファイルには、次の情報を指定する必要があります。

情報の種類 説明

WANブートサーバーの情報 � WANブートサーバー上の wanbootプログラムへのパ
ス

� WANブートサーバー上の wanboot-cgiプログラムの
URL

インストールサーバーの情報 � インストールサーバー上のWANブートミニルートへの
パス

� WANブートサーバー上のシステム構成ファイルへのパ
ス。システム構成ファイルは、sysidcfgファイルとカ
スタム JumpStartファイルの場所を指定します

セキュリティー情報 � WANブートファイルシステムまたはWANブートミニ
ルートの署名タイプ

� WANブートファイルシステムの暗号化タイプ
� WANブートインストール時にサーバー認証を行うかど
うか

� WANブートインストール時にクライアント認証を行う
かどうか

省略可能な情報 � WANブートインストール時にクライアントに対して解
決する必要のある、追加のホスト

� ログサーバー上の bootlog-cgiスクリプトの URL

これらの情報を指定するには、パラメータとその値を次の書式で列挙します。

パラメータ=値
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wanboot.confファイルのパラメータと構文については、336ページ
の「wanboot.confファイルのパラメータと構文」を参照してください。

wanboot.confファイルを作成するには、次の手順に従ってください。

1. WANブートサーバーで、Webサーバーユーザーと同じ役割になります。

2. wanboot.confテキストファイルを作成します。

wanboot.confという名前の新しいテキストファイルを作成するか、
/etc/netboot/wanboot.conf.sampleにあるファイル例を使用します。
ファイル例を使用する場合は、パラメータを追加したあとで、ファイルの名前を
wanboot.confに変更してください。

3. インストール用のパラメータと値を wanboot.confに入力します。

wanboot.confのパラメータと値については、336ページの「wanboot.conf
ファイルのパラメータと構文」を参照してください。

4. /etc/netbootディレクトリの適切なサブディレクトリに wanboot.conf
ファイルを保存します。

/etc/netbootディレクトリの作成方法については、262ページの「WANブート
サーバーに /etc/netbootディレクトリを作成する」を参照してください。

5. wanboot.confファイルの妥当性検査を行います。

# bootconfchk /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf

path-to-wanboot.conf WANブートサーバーにあるクライアントの
wanboot.confファイルへのパスを指定します。

� wanboot.confファイルが構造的に有効であれば、bootconfchkコマンドは
終了コード 0を返します。

� wanboot.confファイルが無効であれば、bootconfchkコマンドは 0以外の
終了コードを返します。

6. wanboot.confファイルのアクセス権を 600に変更します。

# chmod 600 /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf

HTTPSを介してWANブートインストールを行う場合の
wanboot.confファイル

次の wanboot.confファイル例には、HTTPSを使ったWANインストールを行うた
めの構成情報が記述されています。この wanboot.confファイルには、インストー
ルで 3DES暗号化鍵を使用することも指示されています。

boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des

手順

例 13–14
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server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=sys-conf.s10–sparc

この wanboot.confファイルで指定されている構成は次のとおりです。

boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
二次レベルのブートプログラムの名前は wanboot.s10_sparcです。このプログ
ラムは、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリ内の /wanboot
ディレクトリに置かれています。

root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
WANブートサーバー上の wanboot-cgiプログラムの場所は
https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgiです。URLの
httpsという部分は、このWANブートインストールで HTTPSを使用することを
示しています。

root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
WANブートミニルートの名前は miniroot.s10_sparcです。このミニルート
は、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリ内の /miniroot
ディレクトリに置かれています。

signature_type=sha1
wanboot.s10_sparcプログラムとWANブートファイルシステムは、HMAC
SHA1ハッシュキーで署名されます。

encryption_type=3des
wanboot.s10_sparcプログラムとブートファイルシステムは、3DES暗号化鍵で
暗号化されます。

server_authentication=yes
インストール時にサーバー認証が行われます。

client_authentication=no
インストール時にクライアント認証は行われません。

resolve_hosts=
WANインストールの実行に必要な追加のホスト名はありません。必要なファイル
と情報はすべて、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリに置か
れています。

boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
(省略可能)ブートログメッセージおよびインストールログメッセージが、WAN
ブートサーバー上で HTTPSを使用して記録されます。

WANブートインストールのログサーバーの設定方法については、266ページ
の「(省略可能) WANブートログサーバーを構成する方法」を参照してください。

system_conf=sys-conf.s10–sparc
sysidcfgファイルとカスタム JumpStartファイルの場所が記述されたシステム構
成ファイルは、/etc/netbootディレクトリのサブディレクトリに置かれていま
す。システム構成ファイルの名前は sys-conf.s10–sparcです。
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セキュリティー保護されていないWANブートインストールを行う
場合の wanboot.confファイル

次の wanboot.confファイル例には、HTTPを使ったセキュリティーの低いWAN
インストールを行うための構成情報が記述されています。この wanboot.conf
ファイルには、インストールで暗号化鍵やハッシュキーを使用しないことも指示され
ています。

boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=sys-conf.s10–sparc

この wanboot.confファイルで指定されている構成は次のとおりです。

boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
二次レベルのブートプログラムの名前は wanboot.s10_sparcです。このプログ
ラムは、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリ内の /wanboot
ディレクトリに置かれています。

root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
WANブートサーバー上の wanboot-cgiプログラムの場所は
http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgiです。このインストール
では HTTPSを使用しません。

root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
WANブートミニルートの名前は miniroot.s10_sparcです。このミニルート
は、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリ内の /minirootサ
ブディレクトリに置かれています。

signature_type=
wanboot.s10_sparcプログラムとWANブートファイルシステムは、
ハッシュキーで署名されません。

encryption_type=
wanboot.s10_sparcプログラムとブートファイルシステムは、暗号化されませ
ん。

server_authentication=no
インストール時に、キーや証明書によるサーバー認証は行われません。

client_authentication=no
インストール時に、キーや証明書によるクライアント認証は行われません。

resolve_hosts=
インストールの実行に必要な追加のホスト名はありません。必要なファイルと情報
はすべて、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリに置かれてい
ます。

例 13–15
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boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
(省略可能) WANブートサーバー上でブートログメッセージおよびインストールロ
グメッセージが記録されます。

WANブートインストールのログサーバーの設定方法については、266ページ
の「(省略可能) WANブートログサーバーを構成する方法」を参照してください。

system_conf=sys-conf.s10–sparc
sysidcfgファイルとカスタム JumpStartファイルの場所が記述されたシステム構
成ファイルは、 sys-conf.s10–sparc という名前です。このファイルは、
/etc/netbootディレクトリにある適切なクライアントのサブディレクトリに置
かれています。

WANブートインストールの続行

wanboot.confファイルを作成したあと、必要に応じて、WANブートをサポートす
るように DHCPサーバーを構成できます。手順については、289ページの「(省略可
能) DHCPによる構成情報の提供」を参照してください。

WANブートインストールで DHCPサーバーを使用しない場合は、293ページの「ク
ライアント OBPの netデバイス別名を確認する方法」を参照してWANブートイン
ストールを続行します。

wanboot.confのパラメータと値については、336ページの「wanboot.conf
ファイルのパラメータと構文」および wanboot.conf(4)のマニュアルページを参
照してください。

(省略可能) DHCPによる構成情報の提供
ネットワークで DHCPサーバーを使用する場合は、次の情報を提供するように
DHCPサーバーを構成できます。

� プロキシサーバーの IPアドレス
� wanboot-cgiプログラムの場所

WANブートインストールでは、次の DHCPベンダーオプションを使用できます。

SHTTPproxy ネットワークのプロキシサーバーの IPアドレスを指定します。

SbootURI WANブートサーバー上の wanboot-cgiプログラムの URLを指定
します。

Solaris DHCPサーバーにこれらのベンダーオプションを設定する方法については、
108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照し
てください。

参考

参照
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Solaris DHCPサーバーの設定方法については、『Solarisのシステム管理 (IPサービ
ス)』の第 14章「DHCPサービスの構成 (手順)」を参照してください。

WANブートインストールを続行するには、第 14章を参照してください。
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第 14章

SPARC: WANブートによるインス
トール (作業)

この章では、SPARCベースのクライアントに対してWANブートインストールを実行
する方法について説明します。WANブートインストールの準備方法については、
第 13章を参照してください。

この章の内容は次のとおりです。

� 292ページの「WANブートインストールを行うためのクライアントの準備」
� 300ページの「クライアントのインストール」

作業マップ: WANブートによるクライア
ントのインストール
次の表では、クライアントのインストールをWAN経由で実行するために必要な作業
の一覧を示しています。

表 14–1作業マップ: WANブートインストールの実行

作業 説明 参照先

WANブートインストールを
行うためにネットワークを準
備します。

WANブートインストールの
実行に必要なサーバーと
ファイルを設定します。

第 13章

クライアントの OBPに net
デバイス別名が正しく設定さ
れていることを確認します。

devaliasコマンドを
使って、netデバイス別名に
1次ネットワークインタ
フェースが設定されているこ
とを確認します。

293ページの「クライアント
OBPの netデバイス別名を確
認する方法」
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表 14–1作業マップ: WANブートインストールの実行 (続き)
作業 説明 参照先

クライアントにキーを提供し
ます。

OBPの変数を設定するか、イ
ンストール時にキーの値を入
力することで、クライアント
にキーを提供します。

この作業は、セキュリティー
保護されたインストール構成
に必要です。セキュリティー
保護されていないインストー
ルで、データの完全性を
チェックする場合は、この作
業を実行して HMAC SHA1
ハッシュキーをクライアント
に提供します。

294ページの「クライアント
に対するキーのインストー
ル」

クライアントに対して広域
ネットワーク経由でインス
トールを実行します。

適切な方法を選択してクライ
アントのインストールを実行
します。

301ページの「自動WAN
ブートインストールを実行す
る方法」

303ページの「対話式WAN
ブートインストールを実行す
る方法」

307ページの「DHCPサー
バーを使ってWANブートイ
ンストールを実行する方法」

309ページの「ローカルの CD
メディアを使ってWANブー
トインストールを実行する方
法」

WANブートインストールを行うための
クライアントの準備
クライアントシステムのインストールを行う前に、次の作業を実行してクライアント
を準備してください。

� 293ページの「クライアント OBPの netデバイス別名を確認する方法」
� 294ページの「クライアントに対するキーのインストール」
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� クライアント OBPの netデバイス別名を確認する
方法
boot net コマンドを使って WAN からクライアントをブートするには、net デバイ
ス別名にクライアントの主ネットワークデバイスが設定されている必要があります。
ほとんどのシステムで、この別名はすでに正しく設定されています。ただし、使用す
るネットワークデバイスがデバイス別名に設定されていない場合は、別名を変更する
必要があります。

デバイス別名の設定方法の詳細は、『OpenBoot 3.xコマンド・リファレンスマニュア
ル』の「デバイスツリー」を参照してください。

クライアント上で netデバイス別名を確認するには、次の手順に従ってください。

1. クライアント上でスーパーユーザーになります。

2. システムを実行レベル 0にします。

# init 0

okプロンプトが表示されます。

3. okプロンプトで、OBPに設定されているデバイス別名を調べます。

ok devalias

devaliasコマンドは、次の例のような情報を出力します。

screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8

� インストール時に使用するネットワークデバイスが net別名に設定されている
場合は、別名を設定し直す必要はありません。294ページの「クライアントに
対するキーのインストール」に進み、インストールを続行します。

� 使用するネットワークデバイスが net別名に設定されていない場合は、別名を
設定し直す必要があります。次の手順へ進みます。

4. netデバイス別名を設定します。

次のどちらかのコマンドを使って、netデバイス別名を設定します。

� このインストールに限り netデバイス別名を変更する場合は、devaliasコマ
ンドを使用します。

ok devalias net device-path

net device-path デバイス device-pathを net別名に割り当てます。

手順
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� netデバイス別名を固定的に変更する場合は、nvaliasコマンドを使用しま
す。

ok nvalias net device-path

net device-path デバイス device-pathを net別名に割り当てます。

netデバイス別名の確認と設定変更

次のコマンドは、netデバイス別名を確認して設定し直す方法を示しています。

デバイス別名を調べます。

ok devalias
screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8

/pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1というネットワークデバイスを使用する場合
は、次のコマンドを入力します。

ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1

WANブートインストールの続行

netデバイス別名を確認したあと、適切な節を参照してインストールを続行します。

� インストールでハッシュキーと暗号化鍵を使用する場合は、294ページの「クライ
アントに対するキーのインストール」を参照してください。

� キーを使用せずに、セキュリティー保護されていないインストールを実行する場合
は、300ページの「クライアントのインストール」を参照してください。

クライアントに対するキーのインストール
より高いセキュリティーで保護されたWANブートインストールを行う場合や、セ
キュリティー保護されていないインストールでデータの完全性をチェックする場合
は、クライアントにキーをインストールする必要があります。ハッシュキーや暗号化
鍵を使用すると、クライアントに転送されるデータを保護できます。これらのキー
は、次の方法でインストールできます。

� OBP変数を設定する –クライアントをブートする前に、OBPのネットワークブー
ト引数にキーの値を設定します。これらのキーは、クライアントに対する以降の
WANブートインストールで使用されます。

例 14–1

参考
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� ブート処理中にキーの値を入力する – wanbootプログラムの boot>プロンプト
で、キーの値を設定します。この方法でインストールしたキーは、現在のWAN
ブートインストールだけに使用されます。

動作中のクライアントの OBPにキーをインストールすることもできます。動作中のク
ライアントにキーをインストールするには、そのシステムが Solaris 9 12/03 OSまた
はその互換バージョンで稼働していることが必要です。

クライアントにキーをインストールするときには、必ずセキュリティー保護された接
続を使用して、キーの値を転送してください。キーの値の機密性を確保するために、
サイトのセキュリティーポリシーに従ってください。

� OBPのネットワークブート引数にキーの値を割り当てる方法については、295ペー
ジの「クライアントの OBPにキーをインストールする方法」を参照してくださ
い。

� ブート処理中にキーをインストールする方法については、303ページの「対話式
WANブートインストールを実行する方法」を参照してください。

� 動作中のクライアントの OBPにキーをインストールする方法については、298
ページの「動作中のクライアントにハッシュキーと暗号化鍵をインストールする方
法」を参照してください。

� クライアントの OBPにキーをインストールする方法
クライアントをブートする前に、OBPのネットワークブート引数にキーの値を設定で
きます。これらのキーは、クライアントに対する以降のWANブートインストールで
使用されます。

クライアントの OBPにキーをインストールするには、次の手順に従ってください。

OBPのネットワークブート引数にキーの値を割り当てるには、次の手順に従ってくだ
さい。

1. WANブートサーバーで、Webサーバーユーザーと同じ役割になります。

2. クライアントの各キーの値を表示します。

# wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type

net-ip クライアントのサブネットの IPアドレスを指定します。

client-ID インストール対象であるクライアントの IDを指定します。クライア
ント IDは、ユーザーが定義した IDか、DHCPクライアント IDで
す。

key-type クライアントにインストールするキーのタイプを指定します。指定で
きるキータイプは、3des、aes、または sha1です。

キーの値が 16進数で表示されます。

手順
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3. クライアントにインストールする各キータイプについて、上記の手順を繰り返しま
す。

4. クライアントシステムの実行レベルを 0にします。

# init 0

okプロンプトが表示されます。

5. クライアントの okプロンプトで、ハッシュキーの値を設定します。

ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value

set-security-key クライアントにキーをインストールします。

wanboot-hmac-sha1 HMAC SHA1ハッシュキーをインストールするよう
OBPに指示します。

key-value 手順 2で表示された 16進数の文字列を指定します。

HMAC SHA1ハッシュキーがクライアントの OBPにインストールされます。

6. クライアントの okプロンプトで、暗号化鍵をインストールします。

ok set-security-key wanboot-3des key-value

set-security-key クライアントにキーをインストールします。

wanboot-3des 3DES暗号化鍵をインストールするよう OBPに指示しま
す。AES暗号化鍵を使用する場合は、この値を
wanboot-aesにしてください。

key-value 暗号化鍵を表す 16進数の文字列を指定します。

3DES暗号化鍵がクライアントの OBPにインストールされます。

キーをインストールしたら、クライアントに対するインストールの準備は完了で
す。クライアントシステムのインストール方法については、300ページの「クライ
アントのインストール」を参照してください。

7. (省略可能)クライアントの OBPにキーが設定されていることを確認します。

ok list-security-keys
Security Keys:

wanboot-hmac-sha1
wanboot-3des

8. (省略可能)キーを削除するには、次のコマンドを入力します。

ok set-security-key key-type

key-type 削除するキーのタイプを指定します。指定できる値は、
wanboot-hmac-sha1、wanboot-3des、または wanboot-aesで
す。
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クライアントの OBPに対するキーのインストール

次の例は、クライアントの OBPにハッシュキーと暗号化鍵をインストールする方法を
示しています。

WANブートサーバー上でキーの値を表示します。

# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

上記の例では、次の情報が使用されています。

net=192.168.198.0
クライアントのサブネットの IPアドレスを指定します。

cid=010003BA152A42
クライアント IDを指定します。

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
クライアントの HMAC SHA1ハッシュキーの値です。

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
クライアントの 3DES暗号化鍵の値です。

インストールでAES暗号化鍵を使用する場合、この暗号化鍵の値を表示するに
は、wanboot-3desを wanboot-aesに変更します。

クライアントシステムにキーをインストールします。

ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

上記のコマンドは、次の処理を実行します。

� b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463という値を持つ HMAC
SHA1ハッシュキーをクライアントにインストールします。

� 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04という値を持つ
3DES暗号化鍵をクライアントにインストールします。

インストールでAES暗号化鍵を使用する場合は、wanboot-3desを
wanboot-aesに変更します。

WANブートインストールの続行

クライアントにキーをインストールしたら、クライアントに対するWANインストー
ルの準備は完了です。手順については、300ページの「クライアントのインストー
ル」を参照してください。

キーの値を表示する方法については、wanbootutil(1M)のマニュアルページを参照
してください。

例 14–2

参考

参照
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� 動作中のクライアントにハッシュキーと暗号化鍵をインス
トールする方法
wanbootプログラムの boot>プロンプトで、動作中のシステムにキーの値を設定で
きます。この方法でインストールしたキーは、現在のWANブートインストールだけ
に使用されます。

動作中のクライアントの OBPにハッシュキーと暗号化鍵をインストールするには、次
の手順に従ってください。

この手順では、次のように仮定します。

� クライアントシステムの電源は入っている。

� Secure Shell (ssh)などのセキュリティー保護された接続を介してクライアントに
アクセスできる。

1. WANブートサーバーで、Webサーバーユーザーと同じ役割になります。

2. クライアントの各キーの値を表示します。

# wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type

net-ip クライアントのサブネットの IPアドレスを指定します。

client-ID インストール対象であるクライアントの IDを指定します。クライア
ント IDは、ユーザーが定義した IDか、DHCPクライアント IDで
す。

key-type クライアントにインストールするキーのタイプを指定します。指定で
きるキータイプは、3des、aes、または sha1です。

キーの値が 16進数で表示されます。

3. クライアントにインストールする各キータイプについて、上記の手順を繰り返しま
す。

4. クライアントマシン上でスーパーユーザーになります。

5. 動作中のクライアントマシンに、必要なキーをインストールします。

# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
> key-value

key-type クライアントにインストールするキーのタイプを指定します。指定で
きるキータイプは、3des、aes、または sha1です。

key-value 手順 2で表示された 16進数の文字列を指定します。

始める前に

手順
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6. クライアントにインストールする各キータイプについて、上記の手順を繰り返しま
す。

キーをインストールしたら、クライアントに対するインストールの準備は完了で
す。クライアントシステムのインストール方法については、300ページの「クライ
アントのインストール」を参照してください。

動作中のクライアントシステムの OBPに対するキーのインストー
ル

次の例は、動作中のクライアントの OBPにキーをインストールする方法を示していま
す。

WANブートサーバー上でキーの値を表示します。

# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

上記の例では、次の情報が使用されています。

net=192.168.198.0
クライアントのサブネットの IPアドレスを指定します。

cid=010003BA152A42
クライアント IDを指定します。

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
クライアントの HMAC SHA1ハッシュキーの値です。

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
クライアントの 3DES暗号化鍵の値です。

インストールでAES暗号化鍵を使用する場合、この暗号化鍵の値を表示するに
は、type=3desを type=aesに変更してください。

動作中のクライアントの OBPにキーをインストールします。

# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

上記のコマンドは、次の処理を実行します。

� b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463という値を持つ HMAC
SHA1ハッシュキーをクライアントにインストールします。

� 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04という値を持つ
3DES暗号化鍵をクライアントにインストールします。

例 14–3
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WANブートインストールの続行

クライアントにキーをインストールしたら、クライアントに対するWANインストー
ルの準備は完了です。手順については、300ページの「クライアントのインストー
ル」を参照してください。

キーの値を表示する方法については、wanbootutil(1M)のマニュアルページを参照
してください。

動作中のクライアントにキーをインストールする方法については、ickey(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

クライアントのインストール
WANブートインストールを行うためのネットワークの準備が完了したら、システム
のインストール方法を次の中から選択できます。

表 14–2クライアントのインストール方法

方法 説明 参照先

自動インストール クライアントにキーをインス
トールしたりクライアント構
成情報を設定したりしてから
クライアントをブートする場
合は、このインストール方法
を使用します。

� インストール前にクライア
ントにキーをインストール
する方法については
294ページの「クライアン
トに対するキーのインス
トール」を参照してくださ
い。

� 自動インストールの実行方
法については、301ページ
の「自動WANブートイ
ンストールを実行する方
法」を参照してください。

対話式インストール ブート処理中にクライアント
構成情報を設定する場合は、
このインストール方法を使用
します。

303ページの「対話式WAN
ブートインストールを実行す
る方法」

参考

参照
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表 14–2クライアントのインストール方法 (続き)
方法 説明 参照先

DHCPサーバーを使ったイン
ストール

インストール時にクライアン
ト構成情報を提供するように
ネットワークの DHCPサー
バーを構成した場合は、この
インストール方法を使用しま
す。

� WANブートインストール
をサポートするように
DHCPサーバーを構成す
る方法については、
289ページの「(省略可能)
DHCPによる構成情報の
提供」を参照してくださ
い。

� インストール時に DHCP
サーバーを使用する方法に
ついては、307ページ
の「DHCPサーバーを
使ってWANブートイン
ストールを実行する方法」
を参照してください。

ローカルの CDメディアを
使ったインストール

クライアントの OBPがWAN
ブートに対応していない場合
は、Solaris 10 SOFTWARE
CDのローカルコピーからク
ライアントをブートします。

� クライアントの OBPが
WANブートに対応してい
るかどうかを調べる方法に
ついては、258ページ
の「クライアント OBPで
のWANブート対応を確
認する方法」を参照してく
ださい。

� Solaris 10 SOFTWARE CD
のローカルコピーを使って
クライアントのインストー
ルを行う方法については、
309ページの「ローカルの
CDメディアを使って
WANブートインストール
を実行する方法」を参照し
てください。

� 自動WANブートインストールを実行する方法
インストールを実行する前にクライアントにキーをインストールしたりクライアント
構成情報を設定したりする場合は、このインストール方法を使用します。この場合、
WANからクライアントをブートし、自動的にインストールを実行できます。

この手順では、すでにクライアントの OBPにキーをインストールしてあるか、または
セキュリティー保護されないインストールを実行していると仮定します。インストー
ル前にクライアントにキーをインストールする方法については、294ページの「クラ
イアントに対するキーのインストール」を参照してください。
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1. クライアントシステムが動作中の場合は、システムの実行レベルを 0にします。

# init 0

okプロンプトが表示されます。

2. クライアントシステムの okプロンプトで、OBPのネットワークブート引数を設
定します。

ok setenv network-boot-arguments host-ip=client-IP,
router-ip=router-ip,subnet-mask=mask-value,
hostname=client-name,http-proxy=proxy-ip:port,
file=wanbootCGI-URL

注 –このコマンド例には、読みやすいように改行が挿入されています。実際には、
改行を挿入せずにコマンド全体を入力してください。

setenv network-boot-arguments 次のブート引数を設定するよう OBPに
指示します。

host-ip=client-IP クライアントの IPアドレスを指定しま
す。

router-ip=router-ip ネットワークルーターの IPアドレスを
指定します。

subnet-mask=mask-value サブネットマスクの値を指定します。

hostname=client-name クライアントのホスト名を指定します。

(省略可能) http-proxy=proxy-ip:port ネットワークのプロキシサーバーの IP
アドレスとポートを指定します。

file=wanbootCGI-URL Webサーバー上の wanboot-cgiプロ
グラムの URLを指定します。

3. クライアントをブートします。

ok boot net - install

net - install ネットワークブート引数を使ってWANからブートするよ
う、クライアントに指示します。

クライアントのインストールがWAN経由で実行されます。WANブートプログラ
ムに必要なインストール情報が見つからない場合、不足している情報の入力を求め
るプロンプトが wanbootプログラムから表示されます。プロンプトに追加情報を
入力します。

手順
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自動WANブートインストール

次の例では、マシンのブート前に、クライアントシステム myclientのネットワーク
ブート引数を設定します。この例では、クライアントにハッシュキーと暗号化鍵がす
でにインストールされていると仮定します。WANからブートする前にキーをインス
トールする方法については、294ページの「クライアントに対するキーのインストー
ル」を参照してください。

ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192
hostname=myclient,file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
ok boot net - install
Resetting ...

Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.

Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install

次の変数が設定されます。

� クライアントの IPアドレスは 192.168.198.136に設定されます。

� クライアントのルーター IPアドレスは 192.168.198.129に設定されます。

� クライアントのサブネットマスクは 255.255.255.192に設定されます。

� クライアントのホスト名は seahagに設定されます。

� wanboot-cgiプログラムは
http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgiに置かれています。

ネットワークブート引数を設定する方法については、set(1)のマニュアルページを
参照してください。

システムをブートする方法については、boot(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。

� 対話式WANブートインストールを実行する方法
インストール時にコマンド行からクライアントにキーをインストールしたりクライア
ント構成情報を設定したりする場合は、このインストール方法を使用します。

例 14–4

参照
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この手順では、WANインストールで HTTPSを使用していると仮定します。セキュリ
ティー保護されないインストールを実行する場合で、キーを使用しないときは、クラ
イアントのキーの表示やインストールを行わないでください。

1. WANブートサーバーで、Webサーバーユーザーと同じ役割になります。

2. クライアントの各キーの値を表示します。

# wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type

net-ip インストール対象であるクライアントのサブネットの IPアドレスを指
定します。

client-ID インストール対象であるクライアントの IDを指定します。クライア
ント IDは、ユーザーが定義した IDか、DHCPクライアント IDで
す。

key-type クライアントにインストールするキーのタイプを指定します。指定で
きるキータイプは、3des、aes、または sha1です。

キーの値が 16進数で表示されます。

3. クライアントにインストールする各キータイプについて、上記の手順を繰り返しま
す。

4. クライアントシステムが動作中の場合は、システムの実行レベルを 0にします。

5. クライアントシステムの okプロンプトで、OBPのネットワークブート引数を設
定します。

ok setenv network-boot-arguments host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL

注 –このコマンド例には、読みやすいように改行が挿入されています。実際には、
改行を挿入せずにコマンド全体を入力してください。

setenv network-boot-arguments 次のブート引数を設定するよう OBPに
指示します。

host-ip=client-IP クライアントの IPアドレスを指定しま
す。

router-ip=router-ip ネットワークルーターの IPアドレスを
指定します。

subnet-mask=mask-value サブネットマスクの値を指定します。

hostname=client-name クライアントのホスト名を指定します。

手順
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(省略可能) http-proxy=proxy-ip:port ネットワークのプロキシサーバーの IP
アドレスとポートを指定します。

bootserver=wanbootCGI-URL Webサーバー上の wanboot-cgiプログ
ラムの URLを指定します。

注 – bootserver変数の URL値に
HTTPS URLを指定することはできませ
ん。URLは http://で開始する必要が
あります。

6. クライアントの okプロンプトで、システムをブートします。

ok boot net -o prompt - install

net -o prompt - install ネットワークからブートとインストールを行う
よう、クライアントに指示します。wanbootプ
ログラムは、クライアント構成情報の入力を求
める boot>プロンプトを表示します。

boot>プロンプトが表示されます。

7. 暗号化鍵をインストールします。

boot> 3des=key-value

3des=key-value 手順 2で表示された 3DES暗号化鍵の 16進数の文字列を指定
します。

AES暗号化鍵を使用する場合は、次のコマンドを使用してくだ
さい。

boot> aes=key-value

8. ハッシュキーをインストールします。

boot> sha1=key-value

sha1=key-value 手順 2で表示されたハッシュキーの値を指定します。

9. 次のコマンドを入力して、ブート処理を続行します。

boot> go

クライアントのインストールがWAN経由で実行されます。

10.プロンプトが表示されたら、クライアント構成情報をコマンド行に入力します。

WANブートプログラムに必要なインストール情報が見つからない場合、不足して
いる情報の入力を求めるプロンプトが wanbootプログラムから表示されます。プ
ロンプトに追加情報を入力します。
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対話式WANブートインストール

次の例では、インストール時に wanbootプログラムから、クライアントシステムの
キーの値を入力するようプロンプトが表示されます。

WANブートサーバー上でキーの値を表示します。

# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

上記の例では、次の情報が使用されています。

net=192.168.198.0
クライアントのサブネットの IPアドレスを指定します。

cid=010003BA152A42
クライアント IDを指定します。

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
クライアントの HMAC SHA1ハッシュキーの値です。

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
クライアントの 3DES暗号化鍵の値です。

インストールでAES暗号化鍵を使用する場合、この暗号化鍵の値を表示するに
は、type=3desを type=aesに変更してください。

クライアントの OBPのネットワークブート引数を設定します。

ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=myclient,
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi

次の変数が設定されます。

� クライアントの IPアドレスは 192.168.198.136に設定されます。
� クライアントのルーター IPアドレスは 192.168.198.129に設定されます。
� クライアントのサブネットマスクは 255.255.255.192に設定されます。
� クライアントのホスト名は myclientに設定されます。

� wanboot-cgiプログラムは
http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgiに置かれています。

クライアントのブートとインストールを実行します。

ok boot net -o prompt - install
Resetting ...

Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.

例 14–5
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Rebooting with command: boot net -o prompt
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt

boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463

boot> go

上記のコマンドは、次の処理を実行します。

� 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04という値を持つ
3DES暗号化鍵をクライアントにインストールします。

� b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463という値を持つ HMAC
SHA1ハッシュキーをクライアントにインストールします。

� インストールを開始します。

キーの値を表示する方法については、wanbootutil(1M)のマニュアルページを参照
してください。

ネットワークブート引数を設定する方法については、set(1)のマニュアルページを
参照してください。

システムをブートする方法については、boot(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。

� DHCPサーバーを使ってWANブートインストー
ルを実行する方法
WANブートオプションをサポートするように DHCPサーバーを構成した場合、
DHCPサーバーを使ってインストール時にクライアント構成情報を提供できます。
WANブートインストールをサポートするように DHCPサーバーを構成する方法につ
いては、289ページの「(省略可能) DHCPによる構成情報の提供」を参照してくださ
い。

この手順では、次のように仮定します。

� クライアントシステムが動作中である。

� すでにクライアントにキーをインストールしてあるか、またはセキュリティー保護
されないインストールを実行している。

インストール前にクライアントにキーをインストールする方法については、
294ページの「クライアントに対するキーのインストール」を参照してください。

� SbootURIおよび SHTTPproxy WANブートオプションをサポートするように
DHCPサーバーを構成してある。

参照

第 14章 • SPARC: WANブートによるインストール (作業) 307



これらのオプションは、WANブートに必要な構成情報を DHCPサーバーで提供
できるようにします。

DHCPサーバーにインストールオプションを設定する方法については、108ページ
の「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照してくだ
さい。

1. クライアントシステムが動作中の場合は、システムの実行レベルを 0にします。

# init 0

okプロンプトが表示されます。

2. クライアントシステムの okプロンプトで、OBPのネットワークブート引数を設
定します。

ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=client-name

setenv network-boot-arguments 次のブート引数を設定するよう OBPに
指示します。

dhcp DHCPサーバーを使ってクライアント
を構成するよう、OBPに指示します。

hostname=client-name クライアントに割り当てるホスト名を
指定します。

3. ネットワークからクライアントをブートします。

ok boot net - install

net - install ネットワークブート引数を使ってWANからブートするよ
う、クライアントに指示します。

クライアントのインストールがWAN経由で実行されます。WANブートプログラ
ムに必要なインストール情報が見つからない場合、不足している情報の入力を求め
るプロンプトが wanbootプログラムから表示されます。プロンプトに追加情報を
入力します。

DHCPサーバーを使ったWANブートインストール

次の例では、ネットワーク上の DHCPサーバーからクライアント構成情報が提供され
ます。この例では、クライアントのホスト名として myclientを要求しています。

ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myclient

ok boot net - install
Resetting ...

Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

手順

例 14–6
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OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.

Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install

ネットワークブート引数を設定する方法については、set(1)のマニュアルページを
参照してください。

システムをブートする方法については、boot(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。

DHCPサーバーを構成する方法については、289ページの「(省略可能) DHCPによる
構成情報の提供」を参照してください。

� ローカルの CDメディアを使ってWANブートイ
ンストールを実行する方法
クライアントの OBPがWANブートに対応していない場合は、Solaris 10 SOFTWARE
- 1 CDをクライアントの CD-ROMドライブに挿入して、インストールを実行できま
す。ローカル CDを使用する場合、クライアントは、WANブートサーバーからでは
なくローカルメディアから wanbootプログラムを取得します。

この手順では、WANインストールで HTTPSを使用していると仮定します。セキュリ
ティー保護されないインストールを実行する場合は、クライアントのキーの表示やイ
ンストールを行わないでください。

ローカル CDからWANブートインストールを実行するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1. WANブートサーバーで、Webサーバーユーザーと同じ役割になります。

2. クライアントの各キーの値を表示します。

# wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type

net-ip インストール対象であるクライアントのネットワーク IPアドレスを指
定します。

client-ID インストール対象であるクライアントの IDを指定します。クライア
ント IDは、ユーザーが定義した IDか、DHCPクライアント IDで
す。

key-type クライアントにインストールするキーのタイプを指定します。指定で
きるキータイプは、3des、aes、または sha1です。

参照

手順
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キーの値が 16進数で表示されます。

3. クライアントにインストールする各キータイプについて、上記の手順を繰り返しま
す。

4. クライアントシステムの CD-ROMドライブに Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDを
挿入します。

5. クライアントシステムの電源を入れます。

6. CDからクライアントをブートします。

ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install

cdrom ローカル CD-ROMからブートするよう、OBPに指示します。

-o prompt クライアント構成情報の入力をユーザーに求めるよう、wanboot
プログラムに指示します。

-F wanboot CD-ROMから wanbootプログラムを読み込むよう、OBPに指
示します。

- install WANブートインストールを実行するよう、クライアントに指示
します。

クライアントの OBPは、Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDから wanbootプログラム
を読み込みます。wanbootプログラムによってシステムがブートされ、boot>プ
ロンプトが表示されます。

7. 暗号化鍵の値を入力します。

boot> 3des=key-value

3des=key-value 手順 2で表示された 3DES暗号化鍵の 16進数の文字列を指定
します。

AES暗号化鍵を使用する場合は、次のコマンドを使用してくだ
さい。

boot> aes=key-value

8. ハッシュキーの値を入力します。

boot> sha1=key-value

sha1=key-value 手順 2で表示されたハッシュキーの 16進数の文字列を指定し
ます。

9. ネットワークインタフェース変数を設定します。

boot> variable=value[,variable=value*]

boot>プロンプトで、次の変数と値のペアを入力します。
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host-ip=client-IP クライアントの IPアドレスを指定しま
す。

router-ip=router-ip ネットワークルーターの IPアドレスを
指定します。

subnet-mask=mask-value サブネットマスクの値を指定します。

hostname=client-name クライアントのホスト名を指定します。

(省略可能) http-proxy=proxy-ip:port ネットワークのプロキシサーバーの IP
アドレスとポート番号を指定します。

bootserver=wanbootCGI-URL Webサーバー上の wanboot-cgiプログ
ラムの URLを指定します。

注 – bootserver変数の URL値に
HTTPS URLを指定することはできませ
ん。URLは http://で開始する必要が
あります。

これらの変数は、次の方法で入力できます。

� boot>プロンプトで、変数と値のペアを 1組入力し、Returnキーを押します。

boot> host-ip=client-IP
boot> subnet-mask=mask-value

� boot>プロンプトで、変数と値のすべてのペアを 1行に入力し、Returnキーを
押します。変数と値の各ペアを区切るには、コンマを使用します。

boot> host-ip=client-IP,subnet-mask=mask-value,
router-ip=router-ip,hostname=client-name,
http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL

10.次のコマンドを入力して、ブート処理を続行します。

boot> go

クライアントのインストールがWAN経由で実行されます。WANブートプログラ
ムに必要なインストール情報が見つからない場合、不足している情報の入力を求め
るプロンプトが wanbootプログラムから表示されます。プロンプトに追加情報を
入力します。

ローカルの CDメディアを使ったインストール

次の例では、インストール時にローカル CD上の wanbootプログラムから、クライ
アントのネットワークインタフェース変数を設定するようプロンプトが表示されま
す。

WANブートサーバー上でキーの値を表示します。

例 14–7
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# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

上記の例では、次の情報が使用されています。

net=192.168.198.0
クライアントのサブネットの IPアドレスを指定します。

cid=010003BA152A42
クライアント IDを指定します。

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
クライアントの HMAC SHA1ハッシュキーの値です。

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
クライアントの 3DES暗号化鍵の値です。

インストールでAES暗号化鍵を使用する場合、この暗号化鍵の値を表示するに
は、type=3desを type=aesに変更してください。

クライアントのブートとインストールを実行します。

ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
Resetting ...

Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.

Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt

boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463

boot> host-ip=192.168.198.124

boot> subnet-mask=255.255.255.128

boot> router-ip=192.168.198.1

boot> hostname=myclient
boot> client-id=010003BA152A42

boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi

boot> go

上記のコマンドは、次の処理を実行します。
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� 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04という値を持つ
3DES暗号化鍵をクライアントに入力します。

� b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463という値を持つ HMAC
SHA1ハッシュキーをクライアントに入力します。

� クライアントの IPアドレスを 192.168.198.124に設定します。

� クライアントのサブネットマスクを 255.255.255.128に設定します。

� クライアントのルーターの IPアドレスを 192.168.198.1に設定します。

� クライアントのホスト名を myclientに設定します。

� クライアント IDを 010003BA152A42に設定します。

� wanboot-cgiプログラムの場所を
http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi/に設定します。

キーの値を表示する方法については、wanbootutil(1M)のマニュアルページを参照
してください。

ネットワークブート引数を設定する方法については、set(1)のマニュアルページを
参照してください。

システムをブートする方法については、boot(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。

参照
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第 15章

SPARC: WANブートによるインス
トール (例)

この章では、広域ネットワーク (WAN)経由でクライアントシステムの設定とインス
トールを行う例を示します。この例では、HTTPS接続を介してセキュリティー保護さ
れたWANブートインストールを実行する方法について説明します。

� 316ページの「サイトの設定例」
� 317ページの「ドキュメントルートディレクトリの作成」
� 317ページの「WANブートミニルートの作成」
� 317ページの「クライアント OBPでのWANブート対応の確認」
� 318ページの「WANブートサーバーへの wanbootプログラムのインストール」
� 318ページの「/etc/netbootディレクトリの作成」
� 319ページの「WANブートサーバーへの wanboot-cgiプログラムのコピー」
� 319ページの「(省略可能) WANブートサーバーをログサーバーとして構成」
� 319ページの「HTTPSを使用するためのWANブートサーバーの構成」
� 320ページの「クライアントに対する信頼できる証明書の提供」
� 320ページの「(省略可能)クライアント認証用の非公開鍵と証明書の使用」
� 321ページの「サーバーとクライアントのキーの作成」
� 322ページの「Solarisフラッシュアーカイブの作成」
� 322ページの「sysidcfgファイルの作成」
� 323ページの「クライアントのプロファイルの作成」
� 323ページの「rulesファイルの作成と妥当性検査」
� 324ページの「システム構成ファイルの作成」
� 325ページの「wanboot.confファイルの作成」
� 326ページの「OBPの netデバイス別名の確認」
� 327ページの「クライアントに対するキーのインストール」
� 328ページの「クライアントのインストール」
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サイトの設定例
図 15–1は、この例で使用するサイトの設定を示しています。

図 15–1 WANブートインストール用のサイト例

このサイト例には次のような特徴があります。

� サーバー wanserver-1は、WANブートサーバーおよびインストールサーバーと
して構成されます。

� wanserver-1の IPアドレスは 192.168.198.2です。

� wanserver-1のドメイン名は www.example.comです。

� wanserver-1では、Solaris 10 OSが稼働しています。

� wanserver-1では、Apache Webサーバーが稼働しています。wanserver-1の
Apacheソフトウェアは、HTTPSをサポートするように構成されています。

� インストール対象であるクライアントの名前は wanclient-1です。

� wanclient-1は UltraSPARCIIシステムです。

� wanclient-1のクライアント IDは 010003BA152A42です。

� wanclient-1の IPアドレスは 192.168.198.210です。

� クライアントのサブネットの IPアドレスは 192.168.198.0です。

� クライアントシステム wanclient-1は、インターネットにアクセスできます
が、wanserver-1が置かれているネットワークには直接接続されていません。

� wanclient-1に対して、新たに Solaris 10ソフトウェアをインストールします。
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ドキュメントルートディレクトリの作成
インストールファイルとデータを保存するために、wanserver-1のドキュメント
ルートディレクトリ (/opt/apache/htdocs)に次のディレクトリを作成します。

� Solarisフラッシュのディレクトリ

wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/flash/

� WANブートミニルートのディレクトリ

wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/miniroot/

� wanbootプログラムのディレクトリ

wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/wanboot/

WANブートミニルートの作成
setup_install_server(1M)に -wオプションを指定して実行することで、WAN
ブートミニルートと Solarisソフトウェアイメージを、wanserver-1の
/export/install/Solaris_10ディレクトリにコピーします。

wanserver-1に接続されているメディアドライブに Solaris 10 SOFTWAREのメ
ディアを挿入します。次のコマンドを入力します。

wanserver-1# mkdir -p /export/install/sol_10_sparc
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
wanserver-1# ./setup_install_server -w /export/install/sol_10_sparc/miniroot \
/export/install/sol_10_sparc

WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリ (/opt/apache/htdocs/)
に、WANブートミニルートを移動します。

wanserver-1# mv /export/install/sol_10_sparc/miniroot/miniroot \
/opt/apache/htdocs/miniroot/miniroot.s10_sparc

クライアント OBPでのWANブート対応の確認
クライアントシステムに次のコマンドを入力して、クライアントの OBPがWAN
ブートに対応しているかどうかを調べます。

# eeprom | grep network-boot-arguments
network-boot-arguments: data not available

上の例では、出力に network-boot-arguments: data not available が表示さ
れているので、クライアントOBPはWANブートに対応しています。
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WANブートサーバーへの wanbootプ
ログラムのインストール
wanbootプログラムをWANブートサーバーにインストールするには、Solaris 10
SOFTWAREのメディアからWANブートサーバーのドキュメントルートディレクト
リに、このプログラムをコピーします。

wanserver-1に接続されているメディアドライブに Solaris 10 DVDまたは Solaris
10 SOFTWARE - 1 CDを挿入し、次のコマンドを入力します。

wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Boot/platform/sun4u/
wanserver-1# cp wanboot /opt/apache/htdocs/wanboot/wanboot.s10_sparc

/etc/netbootディレクトリの作成
WANブートサーバーの /etc/netbootディレクトリに、wanclient-1のサブ
ディレクトリを作成します。WANブートインストールプログラムは、インストール
時に、このディレクトリから構成情報とセキュリティー情報を取得します。

wanclient-1は、サブネット 192.168.198.0上にあり、010003BA152A42というクラ
イアント IDを持っています。/etc/netbootに wanclient-1用のサブディレクト
リを作成するには、次の作業を実行します。

� /etc/netbootディレクトリを作成します。

� /etc/netbootディレクトリのアクセス権を 700に変更します。

� /etc/netbootディレクトリの所有権をWebサーバープロセスの所有者に渡しま
す。

� Webサーバーユーザーと同じ役割になります。

� /etc/netbootディレクトリに、サブネット名と同じ名前のサブディレクトリ
192.168.198.0を作成します。

� このサブネットディレクトリに、クライアント IDと同じ名前のサブディレクトリ
を作成します。

� /etc/netbootのサブディレクトリのアクセス権を 700に変更します。

wanserver-1# cd /
wanserver-1# mkdir /etc/netboot/
wanserver-1# chmod 700 /etc/netboot
wanserver-1# chown nobody:admin /etc/netboot
wanserver-1# exit
wanserver-1# su nobody
Password:
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nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42

WANブートサーバーへの
wanboot-cgiプログラムのコピー
Solaris 10 OSが稼働しているシステムでは、wanboot-cgiプログラムは
/usr/lib/inet/wanboot/ディレクトリに置かれています。WANブートサーバー
からインストールデータを転送できるようにするには、Webサーバーソフトウェアの
ディレクトリにある cgi-binディレクトリに wanboot-cgiプログラムをコピーし
ます。

wanserver-1# cp /usr/lib/inet/wanboot/wanboot-cgi \
/opt/apache/cgi-bin/wanboot-cgi
wanserver-1# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/wanboot-cgi

(省略可能) WANブートサーバーをログ
サーバーとして構成
デフォルトでは、WANブートログメッセージはすべて、クライアントシステムに表
示されます。このデフォルトの動作により、インストールの問題をすばやくデバッグ
できます。

WANブートサーバー上でブートメッセージおよびインストールメッセージを表示す
るには、wanserver-1の cgi-binディレクトリに bootlog-cgiスクリプトをコ
ピーします。

wanserver-1# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi /opt/apache/cgi-bin/
wanserver-1# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/bootlog-cgi

HTTPSを使用するためのWANブート
サーバーの構成
WANブートインストールで HTTPSを使用するには、Webサーバーソフトウェアの
SSLサポートを有効にする必要があります。また、WANブートサーバーにデジタル
証明書をインストールすることも必要です。この例では、wanserver-1上のApache
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Webサーバーが SSLを使用するように構成されていると仮定しています。この例で
は、wanserver-1の識別情報を確立するデジタル証明書および認証局が、すでに
wanserver-1にインストールされていると仮定しています。

SSLを使用するようにWebサーバーソフトウェアを構成する方法については、Web
サーバーのマニュアルを参照してください。

クライアントに対する信頼できる証明書
の提供
クライアントに対して身分証明を行うようサーバーに要求することで、HTTPSを介し
てサーバーからクライアントに転送されるデータを保護できます。サーバー認証を有
効にするには、信頼できる証明書をクライアントに提供します。信頼できる証明書に
従って、クライアントはインストール時にサーバーの識別情報を確認します。

信頼できる証明書をクライアントに提供するには、Webサーバーユーザーと同じユー
ザー役割になる必要があります。その後、証明書を分割して、信頼できる証明書を抽
出します。次に、/etc/netbootディレクトリにあるクライアントの truststore
ファイルに、信頼できる証明書を挿入します。

この例では、Webサーバーユーザー役割 nobodyになります。続いて、cert.p12と
いう名前の、サーバーの PKCS#12証明書を分割して、/etc/netbootディレクトリ
にある wanclient-1用のディレクトリに、信頼できる証明書を挿入します。

wanserver-1# su nobody
Password:
wanserver-1# wanbootutil p12split -i cert.p12 -t \
/etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/truststore

(省略可能)クライアント認証用の非公開
鍵と証明書の使用
インストール時にデータをさらに保護するために、wanserver-1に対して身分証明
を行うよう wanclient-1に要求することもできます。WANブートインストールで
クライアント認証を有効にするには、/etc/netbootディレクトリのクライアントの
サブディレクトリに、クライアントの証明書と非公開鍵を挿入します。

クライアントに非公開鍵と証明書を提供するには、次の手順に従います。

� Webサーバーユーザーと同じ役割になります。
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� PKCS#12ファイルを、非公開鍵とクライアント証明書に分割します。
� クライアントの certstoreファイルに証明書を挿入します。
� クライアントの keystoreファイルに非公開鍵を挿入します。

この例では、Webサーバーユーザー役割 nobodyになります。続いて、cert.p12と
いう名前の、サーバーの PKCS#12証明書を分割します。/etc/netbootディレクト
リにある wanclient-1用のサブディレクトリに、証明書を挿入します。
wanclient.keyという名前を付けた非公開鍵を、クライアントの keystoreファイ
ルに挿入します。

wanserver-1# su nobody
Password:
wanserver-1# wanbootutil p12split -i cert.p12 -c \
/etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/certstore -k wanclient.key
wanserver-1# wanbootutil keymgmt -i -k wanclient.key \
-s /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/keystore \
-o type=rsa

サーバーとクライアントのキーの作成
サーバーとクライアントの間で転送されるデータを保護するには、ハッシュキーと暗
号化鍵を作成します。サーバーはハッシュキーを使って、wanbootプログラムの完全
性を保護します。サーバーは暗号化鍵を使って、構成データとインストールデータを
暗号化します。クライアントはハッシュキーを使って、ダウンロードした wanboot
プログラムの完全性を確認します。クライアントは暗号化鍵を使って、インストール
時にデータを復号化します。

まず、Webサーバーユーザーと同じ役割になります。この例の場合、Webサーバー
ユーザー役割は nobodyです。

wanserver-1# su nobody
Password:

次に、wanbootutil keygen コマンドを使用して、wanserver-1 の HMAC SHA1
マスターキーを作成します。

wanserver-1# wanbootutil keygen -m

次に、wanclient-1のハッシュキーと暗号化鍵を作成します。

wanserver-1# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
wanserver-1# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des

上記のコマンドは、wanclient-1の HMAC SHA1ハッシュキーと 3DES暗号化鍵を
作成します。192.168.198.0は wanclient-1のサブネット、010003BA152A42は
wanclient-1のクライアント IDです。
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Solarisフラッシュアーカイブの作成
この例では、wanserver-1マスターシステムのクローンを作成することで、Solaris
フラッシュアーカイブを作成します。このアーカイブは sol_10_sparcという名前
で、マスターシステムから正確にコピーされます。アーカイブはマスターシステムの
完全な複製です。アーカイブは sol_10_sparc.flarに格納されます。WANブート
サーバーのドキュメントルートディレクトリの flash/archivesサブディレクトリ
にこのアーカイブを保存します。

wanserver-1# flar create -n sol_10_sparc \
/opt/apache/htdocs/flash/archives/sol_10_sparc.flar

sysidcfgファイルの作成
wanclient-1システムを事前設定するには、キーワードと値を sysidcfgファイル
に指定します。wanserver-1のドキュメントルートディレクトリの適切なサブ
ディレクトリにこのファイルを保存します。

例 15–1 client-1システム用の sysidcfgファイル

wanclient-1用の sysidcfgファイルの例を次に示します。このシステムのホスト
名、IPアドレス、およびネットマスクは、ネームサービスを編集することにより、す
でに事前設定されています。このファイルは、/opt/apache/htdocs/flash/
ディレクトリに置かれます。

network_interface=primary {hostname=wanclient-1
default_route=192.168.198.1
ip_address=192.168.198.210
netmask=255.255.255.0
protocol_ipv6=no}

timezone=US/Central
system_locale=C
terminal=xterm
timeserver=localhost
name_service=NIS {name_server=matter(192.168.254.254)

domain_name=leti.example.com
}

security_policy=none

322 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月



クライアントのプロファイルの作成
wanclient-1システム用に、wanclient_1_profという名前のプロファイルを作
成します。wanclient_1_profファイルには次のようなエントリがあり、
wanclient-1システムに Solaris 10ソフトウェアをインストールするように定義し
ています。

# profile keywords profile values
# ---------------- -------------------
install_type flash_install
archive_location https://192.168.198.2/flash/archives/sol_10_sparc.flar
partitioning explicit
filesys c0t1d0s0 4000 /
filesys c0t1d0s1 512 swap
filesys c0t1d0s7 free /export/home

この例で使用されているキーワードと値の一部について、次のリストで説明します。

install_type このプロファイルにより、Solarisフラッシュアーカイブが
クローンシステムにインストールされます。すべてのファイ
ルは、初期インストールにより上書きされます。

archive_location 圧縮された Solarisフラッシュアーカイブが wanserver-1
から取得されます。

partitioning partitioningの値が explicitであるため、ファイルシステ
ムスライスは、filesysキーワードによって指定します。
ルート (/)のサイズは Solarisフラッシュアーカイブのサイ
ズに基づいて割り当てています。swapは、必要なサイズを
割り当てた上で、c0t1d0s1上にインストールされるよう
に設定しています。/export/homeのサイズは残りの
ディスク容量に基づいて決定されます。/export/homeは
c0t1d0s7上にインストールされます。

rulesファイルの作成と妥当性検査
カスタム JumpStartプログラムでは、wanclient-1システム用の正しいインストー
ルプロファイルを選択するために、rulesファイルが使用されます。rulesという
名前のテキストファイルを作成します。次に、このファイルにキーワードと値を追加
します。

wanclient-1システムの IPアドレスは 192.168.198.210で、ネットマスクは
255.255.255.0です。networkルールキーワードを使って、カスタム JumpStartプログ
ラムで wanclient-1のインストールに使用するプロファイルを指定します。
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network 192.168.198.0 - wanclient_1_prof -

この rulesファイルは、wanclient_1_profを使って wanclient-1に Solaris 10
ソフトウェアをインストールするよう、カスタム JumpStartプログラムに指示しま
す。

このルールファイルに wanclient_ruleという名前を付けます。

プロファイルと rulesファイルを作成したあと、checkスクリプトを実行して、
ファイルの妥当性を検査します。

wanserver-1# ./check -r wanclient_rule

checkスクリプトによってエラーが検出されない場合は、rules.okファイルが作成
されます。

rules.okファイルを /opt/apache/htdocs/flash/ディレクトリに保存しま
す。

システム構成ファイルの作成
システム構成ファイルを作成して、インストールサーバー上の sysidcfgファイルと
カスタム JumpStartファイルの場所を記述します。WANブートサーバーがアクセス
できるディレクトリに、このファイルを保存します。

次の例では、wanboot-cgiプログラムは、WANブートサーバーのドキュメント
ルートディレクトリ内で sysidcfgファイルとカスタム JumpStartファイルを検索し
ます。WANブートサーバーのドメイン名は https://www.example.comです。
WANブートサーバーは HTTPSを使用するように構成されているため、インストール
時にデータとファイルが保護されます。

この例では、システム構成ファイルは sys-conf.s10–sparcという名前で、WAN
ブートサーバーの /etc/netbootディレクトリ内に保存されます。sysidcfg
ファイルとカスタム JumpStartファイルは、ドキュメントルートディレクトリの
flashサブディレクトリに置かれています。

SsysidCF=https://www.example.com/flash/
SjumpsCF=https://www.example.com/flash/
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wanboot.confファイルの作成
WANブートは、wanboot.confファイルに記述されている構成情報を使ってクライ
アントマシンのインストールを行います。テキストエディタを使って wanboot.conf
ファイルを作成します。WANブートサーバー上の /etc/netbootディレクトリにあ
る該当のクライアントのサブディレクトリに、このファイルを保存します。

次の wanclient-1用の wanboot.confファイルには、HTTPSを使ってWANイン
ストールを行うための構成情報が記述されています。このファイルはWANブートに
対して、HMAC SHA1ハッシュキーと 3DES暗号化鍵を使ってデータを保護すること
も指示しています。

boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=
system_conf=sys-conf.s10–sparc

この wanboot.confファイルで指定されている構成は次のとおりです。

boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
wanbootプログラムの名前は wanboot.s10_sparcです。このプログラムは、
wanserver-1のドキュメントルートディレクトリ内の wanbootディレクトリに
置かれています。

root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
wanserver-1上の wanboot-cgiプログラムの場所は
https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgiです。URLの httpsと
いう部分は、このWANブートインストールで HTTPSを使用することを示してい
ます。

root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
WANブートミニルートの名前は miniroot.s10_sparcです。ミニルートは、
wanserver-1のドキュメントルートディレクトリ内の minirootディレクトリに
置かれています。

signature_type=sha1
wanbootプログラムとWANブートファイルシステムは、HMAC SHA1
ハッシュキーで署名されます。

encryption_type=3des
wanbootプログラムとWANブートファイルシステムは、3DES暗号化鍵で暗号化
されます。
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server_authentication=yes
インストール時にサーバー認証が行われます。

client_authentication=no
インストール時にクライアント認証は行われません。

注 – 320ページの「(省略可能)クライアント認証用の非公開鍵と証明書の使用」の
作業を実行した場合、このパラメータの設定は client_authentication=yes
としてください

resolve_hosts=
WANインストールの実行に必要な追加のホスト名はありません。wanboot-cgi
プログラムに必要なホスト名はすべて、wanboot.confファイルとクライアント
証明書に指定されています。

boot_logger=
ブートログメッセージとインストールログメッセージがシステムコンソール上に表
示されます。319ページの「(省略可能) WANブートサーバーをログサーバーとし
て構成」でログサーバーを構成済みの場合で、WANブートサーバー上にもWAN
ブートメッセージを表示するときは、このパラメータを
boot_logger=https://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi と設定
します。

system_conf=sys-conf.s10–sparc
sysidcfgファイルとカスタム JumpStartファイルの場所を指定するシステム構成
ファイルは、sys-conf.s10–sparcという名前で、wanserver-1の
/etc/netbootディレクトリに置かれています。

この例では、wanserver-1の
/etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42ディレクトリに
wanboot.confファイルを保存します。

OBPの netデバイス別名の確認
boot net コマンドを使って WAN からクライアントをブートするには、net デバイ
ス別名にクライアントの主ネットワークデバイスが設定されている必要があります。
クライアントの okプロンプトに devaliasコマンドを入力して、net別名に主
ネットワークデバイス /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1が設定されていること
を確認します。

ok devalias
screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
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disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8

上記の出力例では、主ネットワークデバイス /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
が net別名に割り当てられています。別名を設定し直す必要はありません。

クライアントに対するキーのインストー
ル
321ページの「サーバーとクライアントのキーの作成」で、インストール時にデータ
を保護するためのハッシュキーと暗号化鍵を作成しました。インストール時に
wanserver-1から転送されるデータをクライアントが復号化できるようにするに
は、これらのキーを wanclient-1にインストールします。

wanserver-1上でキーの値を表示します。

wanserver-1# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
wanserver-1# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

上記の例では、次の情報が使用されています。

net=192.168.198.0
クライアントのサブネットの IPアドレスを指定します。

cid=010003BA152A42
クライアント IDを指定します。

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
クライアントの HMAC SHA1ハッシュキーの値です。

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
クライアントの 3DES暗号化鍵の値です。

インストールでAES暗号化鍵を使用する場合、この暗号化鍵の値を表示するに
は、type=3desを type=aesに変更してください。

wanclient-1の okプロンプトで、キーをインストールします。

ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

上記のコマンドは、次の処理を実行します。

� b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463という値を持つ HMAC
SHA1ハッシュキーを wanclient-1にインストールします。
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� 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04という値を持つ
3DES暗号化鍵を wanclient-1にインストールします。

クライアントのインストール
自動インストールを実行するには、wanclient-1の okプロンプトでネットワーク
ブート引数を設定してから、クライアントをブートします。

ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.210,
router-ip=192.168.198.1,subnet-mask=255.255.255.0,hostname=wanclient-1,
file=http://192.168.198.2/cgi-bin/wanboot-cgi
ok boot net - install
Resetting ...

Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.

Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install

<time unavailable> wanboot progress: wanbootfs: Read 68 of 68 kB (100%)
<time unavailable> wanboot info: wanbootfs: Download complete
Fri Jun 20 09:16:06 wanboot progress: miniroot: Read 166067 of 166067 kB (100%)
Fri Jun 20Tue Apr 15 09:16:06 wanboot info: miniroot: Download complete
SunOS Release 5.10 Version WANboot10:04/11/03 64-bit
Copyright 1983-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
Configuring devices.

次の変数が設定されます。

� クライアントの IPアドレスは 192.168.198.210に設定されます。

� クライアントのルーター IPアドレスは 192.168.198.1に設定されます。

� クライアントのサブネットマスクは 255.255.255.0に設定されます。

� クライアントのホスト名は wanclient-1に設定されます。

� wanboot-cgiプログラムは
http://192.168.198.2/cgi-bin/wanboot-cgiに置かれています。
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クライアントのインストールがWAN経由で実行されます。wanbootプログラムに必
要なインストール情報が見つからない場合は、不足している情報の入力を求めるプロ
ンプトが表示されることがあります。
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第 16章

WANブート (リファレンス)

この章では、WANインストールの実行に使用するコマンドとファイルについて簡単
に説明します。

� 331ページの「WANブートインストールのコマンド」
� 334ページの「OBPコマンド」
� 335ページの「システム構成ファイルの設定と構文」
� 336ページの「wanboot.confファイルのパラメータと構文」

WANブートインストールのコマンド
次の表では、WANインストールの実行に使用するコマンドについて説明します。

� 表 16–1
� 表 16–2

表 16–1 WANブートのインストールファイルと構成ファイルの準備

作業と説明 コマンド

インストールサーバーのローカ
ルディスク上の、install-dir-path
に Solarisインストールイメー
ジをコピーし、wan-dir-pathに
WANブートミニルートをコ
ピーします。

setup_install_server –w wan-dir-path install-dir-path
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表 16–1 WANブートのインストールファイルと構成ファイルの準備 (続き)
作業と説明 コマンド

name.flarという名前の
Solarisフラッシュアーカイブを
作成します。
� nameは、アーカイブの名前
です。

� optional-parametersは、アー
カイブのカスタマイズに使
用できる省略可能なパラ
メータです。

� document-rootは、インス
トールサーバーのドキュメ
ントルートディレクトリへ
のパスです。

� filenameは、アーカイブの名
前です。

flar create – n name [ optional-parameters]
document-root/flash/ filename

rulesという名前のカスタム
JumpStart rulesファイルの妥
当性を検査します。

./check -r rules

wanboot.confファイルの妥
当性を検査します。
� net-ipは、クライアントのサ
ブネットの IPアドレスで
す。

� client-IDは、ユーザーが定
義した IDか、DHCPクラ
イアント IDです。

bootconfchk /etc/netboot/net-ip/
client-ID/wanboot.conf

クライアント OBPでWAN
ブートインストール対応を確認
します。

eeprom | grep network-boot-arguments

表 16–2 WANブートのセキュリティーファイルの準備

作業と説明 コマンド

WANブートサーバーの HMAC SHA1マス
ターキーを作成します。

wanbootutil keygen -m

クライアントの HMAC SHA1ハッシュキー
を作成します。
� net-ipは、クライアントのサブネットの

IPアドレスです。
� client-IDは、ユーザーが定義した ID
か、DHCPクライアント IDです。

wanbootutil keygen -c -o
net=net-ip,cid= client-ID,type=sha1
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表 16–2 WANブートのセキュリティーファイルの準備 (続き)
作業と説明 コマンド

クライアントの暗号化鍵を作成します。
� net-ipは、クライアントのサブネットの

IPアドレスです。
� client-IDは、ユーザーが定義した ID
か、DHCPクライアント IDです。

� key-typeは、3desまたは aesです。

wanbootutil keygen -c -o
net=net-ip,cid= client-ID,type=key-type

PKCS#12証明書ファイルを分割し、クライ
アントの truststoreに証明書を挿入しま
す。
� p12certは、PKCS#12証明書ファイルの
名前です。

� net-ipは、クライアントのサブネットの
IPアドレスです。

� client-IDは、ユーザーが定義した ID
か、DHCPクライアント IDです。

wanbootutil p12split -i p12cert -t
/etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore

PKCS#12証明書ファイルを分割し、クライ
アントの certstoreにクライアント証明書
を挿入します。
� p12certは、PKCS#12証明書ファイルの
名前です。

� net-ipは、クライアントのサブネットの
IPアドレスです。

� client-IDは、ユーザーが定義した ID
か、DHCPクライアント IDです。

� keyfileは、クライアントの非公開鍵の名
前です。

wanbootutil p12split -i p12cert -c
/etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore
-k keyfile

分割した PKCS#12ファイルから、クライア
ントの keystoreにクライアントの非公開
鍵を挿入します。
� keyfileは、クライアントの非公開鍵の名
前です。

� net-ipは、クライアントのサブネットの
IPアドレスです。

� client-IDは、ユーザーが定義した ID
か、DHCPクライアント IDです。

wanbootutil keymgmt -i -k keyfile -s
/etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore
-o type=rsa

HMAC SHA1ハッシュキーの値を表示しま
す。
� net-ipは、クライアントのサブネットの

IPアドレスです。
� client-IDは、ユーザーが定義した ID
か、DHCPクライアント IDです。

wanbootutil keygen -d -c -o
net=net-ip,cid= client-ID,type=sha1
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表 16–2 WANブートのセキュリティーファイルの準備 (続き)
作業と説明 コマンド

暗号化鍵の値を表示します。
� net-ipは、クライアントのサブネットの

IPアドレスです。
� client-IDは、ユーザーが定義した ID
か、DHCPクライアント IDです。

� key-typeは、3desまたは aesです。

wanbootutil keygen -d -c -o
net=net-ip,cid= client-ID,type=key-type

動作中のシステムにハッシュキーまたは暗号
化鍵を挿入します。key-typeには、sha1、
3des、または aesという値を指定できま
す。

/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o
type=key-type

OBPコマンド
次の表は、WANブートインストールを実行するためにクライアントの okプロンプト
に入力する OBPコマンドの一覧です。

表 16–3 WANブートインストール用の OBPコマンド

作業と説明 OBPコマンド

自動WANブートインストールを開始しま
す。

boot net – install

対話式WANブートインストールを開始しま
す。

boot net –o prompt - install

ローカル CDからWANブートインストール
を開始します。

boot cdrom –F wanboot - install

WANブートインストールを開始する前に
ハッシュキーをインストールします。
key-valueは、16進数で表したハッシュキーの
値です。

set-security-key wanboot-hmac-sha1
key-value

WANブートインストールを開始する前に暗号
化鍵をインストールします。
� key-typeは、wanboot-3desまたは

wanboot-aesです。
� key-valueは、16進数で表した暗号化鍵の
値です。

set-security-key key-type key-value

OBPにキーの値が設定されていることを確認
します。

list-security-keys
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表 16–3 WANブートインストール用の OBPコマンド (続き)
作業と説明 OBPコマンド

WANブートインストールを開始する前にクラ
イアント構成変数を設定します。
� client-IPは、クライアントの IPアドレス
です。

� router-ipは、ネットワークルーターの IP
アドレスです。

� mask-valueは、サブネットマスクの値で
す。

� client-nameは、クライアントのホスト名で
す。

� proxy-ipは、ネットワークのプロキシサー
バーの IPアドレスです。

� wanbootCGI-pathは、Webサーバー上の
wanbootCGIプログラムへのパスです。

setenv network-boot-arguments
host-ip=
client-IP,router-ip=router-ip,subnet-mask=
mask-value,hostname=client-name
,http-proxy=proxy-ip,file=
wanbootCGI-path

ネットワークデバイス別名を調べます。 devalias

ネットワークデバイス別名を設定します。
device-pathは、主ネットワークデバイスへの
パスです。

� 現在のインストールだけに有効な別名を設
定する場合は、devalias net device-path
と入力します。

� 別名を固定的に設定する場合は、
nvvalias net device-path と入力しま
す。

システム構成ファイルの設定と構文
システム構成ファイルでは、次のファイルの場所をWANブートインストールプログ
ラムに指示できます。

� sysidcfg
� rules.ok
� カスタム JumpStartプロファイル

システム構成ファイルは、プレーンテキストファイルで、次の書式に従う必要があり
ます。

設定=値

system.confファイルには、次の設定を含める必要があります。

SsysidCF=sysidcfg-file-URL
この設定は、sysidcfgファイルが置かれているインストールサーバー上のディレ
クトリを指示します。HTTPSを使ってWANインストールを行う場合は、有効な
HTTPS URLを設定してください。
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SjumpsCF=jumpstart-files-URL
この設定は、rules.okファイルとプロファイルファイルが置かれているカスタム
JumpStartディレクトリを指示します。HTTPSを使ってWANインストールを行う
場合は、有効な HTTPS URLを設定してください。

WANブートサーバーがアクセスできるディレクトリであればどこにでも、
system.confを保存できます。

wanboot.confファイルのパラメータ
と構文
wanboot.confファイルは、プレーンテキストの構成ファイルで、WANインストー
ルを実行するためにWANブートインストールプログラムで使用されます。次のプロ
グラムとファイルは、wanboot.confファイルに記述されている情報を使ってクライ
アントマシンのインストールを行います。

� wanboot-cgiプログラム
� WANブートファイルシステム
� WANブートミニルート

WANブートサーバー上の /etc/netbootディレクトリにある該当のクライアントの
サブディレクトリに、この wanboot.confファイルを保存してください。
/etc/netbootディレクトリを使ってWANブートインストールの適用範囲を定義す
る方法については、262ページの「WANブートサーバーに /etc/netbootディレク
トリを作成する」を参照してください。

wanboot.confファイルに情報を指定するには、パラメータとその値を次の書式で列
挙します。

パラメータ=値

パラメータエントリは、それぞれ 1行に収める必要があります。先頭に #という文字
を付加することで、ファイルにコメントを追加できます。

wanboot.confファイルの詳細については、wanboot.conf(4)のマニュアルペー
ジを参照してください。

wanboot.confファイルには、次のパラメータを設定する必要があります。

boot_file=wanboot-path
このパラメータは、wanbootプログラムへのパスを指定します。値は、WANブー
トサーバーのドキュメントルートディレクトリからの相対パスです。

boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc

root_server=wanbootCGI-URL /wanboot-cgi
このパラメータは、WANブートサーバー上の wanboot-cgiプログラムの URL
を指定します。
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� クライアント認証やサーバー認証を伴わないWANブートインストールを実行
する場合は、HTTP URLを使用します。

root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi

� サーバー認証を伴う、あるいはサーバー認証とクライアント認証の両方を伴う
WANブートインストールを実行する場合は、HTTPS URLを使用します。

root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi

root_file=miniroot-path
このパラメータは、WANブートサーバー上のWANブートミニルートへのパスを
指定します。値は、WANブートサーバーのドキュメントルートディレクトリから
の相対パスです。

root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc

signature_type=sha1 | empty
このパラメータは、転送されるデータとファイルの完全性をチェックするために使
用するハッシュキーのタイプを指定します。

� WANブートインストールでハッシュキーを使って wanbootプログラムを保護
する場合は、値として sha1を設定します。

signature_type=sha1

� ハッシュキーを使用しない、セキュリティー保護されないWANインストール
の場合、値は空のままにします。

signature_type=

encryption_type=3des | aes | empty
このパラメータは、wanbootプログラムとWANブートファイルシステムの暗号
化に使用する暗号化タイプを指定します。

� HTTPSを使用するWANブートインストールの場合は、使用する鍵の形式に応
じて 3desまたは aesを設定します。また、signature_typeキーワードの
値として sha1を設定する必要があります。

encryption_type=3des

または

encryption_type=aes

� 暗号化鍵を使用しない、セキュリティー保護されないWANインストールの場
合、値は空のままにします。

encryption_type=

server_authentication=yes | no
このパラメータは、WANブートインストール時にサーバー認証を行うかどうかを
指定します。

� サーバー認証を伴う、あるいはサーバー認証とクライアント認証の両方を伴う
WANブートインストールの場合は、yesを設定します。また、
signature_typeには sha1、encryption_typeには 3desまたは aes、お
よび root_serverには HTTPSの URLを設定する必要があります。
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server_authentication=yes

� サーバー認証やクライアント認証を使用しない、セキュリティー保護されない
WANブートインストールの場合は、noを設定します。値を空のままにしても
かまいません。

server_authentication=no

client_authentication=yes | no
このパラメータは、WANブートインストール時にクライアント認証を行うかどう
かを指定します。

� サーバー認証とクライアント認証を伴うWANブートインストールの場合は、
yesを設定します。また、signature_typeには sha1、encryption_type
には 3desまたは aes、および root_serverには HTTPSの URLを設定する
必要があります。

client_authentication=yes

� クライアント認証を使用しないWANブートインストールの場合は、noを設定
します。値を空のままにしてもかまいません。

client_authentication=no

resolve_hosts=hostname | empty
このパラメータは、インストール時に wanboot-cgi プログラムに対して解決す
る必要のある、追加のホストを指定します。

wanboot.confファイルやクライアントの証明書で事前に指定されていないシス
テムのホスト名を値として設定します。

� 必要なすべてのホストが wanboot.confファイルまたはクライアントの証明書
で事前に指定されている場合、値は空のままにします。

resolve_hosts=

� wanboot.confファイルまたはクライアントの証明書で事前に指定されていな
いホストがある場合は、それらのホスト名を設定します。

resolve_hosts=seahag,matters

boot_logger=bootlog-cgi-path | empty
このパラメータは、ログサーバー上の bootlog-cgiスクリプトの URLを指定し
ます。

� 専用のログサーバー上でブートログメッセージやインストールログメッセージ
を記録する場合は、ログサーバー上の bootlog-cgiスクリプトの URLを値と
して設定します。

boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi

� ブートメッセージやインストールメッセージをクライアントのコンソールに表
示する場合、値は空のままにします。

boot_logger=

system_conf=system.conf | custom-system-conf
このパラメータは、sysidcfgファイルとカスタム JumpStartファイルの場所が記
述されている、システム構成ファイルへのパスを指定します。
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Webサーバー上の sysidcfgファイルとカスタム JumpStartファイルへのパスを
値として設定します。

system_conf=sys.conf
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パート IV 付録

このパートでは、リファレンス情報について説明します。
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付録 A

問題発生時の解決方法 (作業)

この章では、Solaris 10ソフトウェアのインストール時に発生する可能性のあるエラー
メッセージと一般的な問題の一覧を示し、それぞれの問題の解決方法を示します。ま
ず、次のリストを使用して、インストールプロセスのどこで問題が発生したか確認し
てください。

� 343ページの「ネットワークインストールの設定に関する問題」
� 344ページの「システムのブートに関する問題」
� 351ページの「Solaris OSの初期インストール」
� 353ページの「Solaris OSのアップグレード」

注 –この付録で「ブート可能なメディア」と記載されている場合、これはインストー
ルプログラムおよび JumpStartインストールを意味します。

ネットワークインストールの設定に関す
る問題
Unknown client “host_name”
原因: add_install_clientコマンドの host_name引数は、ネームサービス内の
ホストでなければなりません。

説明:ホスト host_nameをネームサービスに追加し、add_install_clientコマ
ンドを実行し直してください。
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システムのブートに関する問題

メディアからのブート時のエラーメッセージ

le0: No carrier - transceiver cable problem
原因:システムがネットワークに接続されていません。

対処方法:ネットワークに接続せずに使用しているシステムの場合は、この
メッセージは無視してください。ネットワークに接続されているシステムの場合
は、Ethernetが正しく接続されているかどうか確認してください。

The file just loaded does not appear to be executable
原因:ブート用の適切なメディアが見つかりません。

対処方法:インストールサーバーからネットワークを介して Solaris 10をインストー
ルするように正しく設定されているか確認します。たとえば、次のような確認を行
います。

� Solaris 10 DVDまたは Solaris 10 SOFTWARE CDのイメージをインストール
サーバーにコピーした場合は、設定時にシステムのプラットフォームグループ
を正しく指定したかどうかを確認します。

� DVDまたは CDメディアを使用する場合は、Solaris 10 DVDまたは Solaris 10
SOFTWARE - 1 CDがインストールサーバー上にマウントされていてアクセス
できることを確認します。

boot: cannot open <filename> (SPARC システムのみ)
原因: PROMの boot -fileの値を明示的に指定したときに発生するエラーです。

注 – filenameは、対象となるファイルの名前です。

対処方法:次の手順を実行します。

� PROMの boot-fileの値を (無指定)に設定変更します。
� diag-switchが offと trueに設定されているか確認します。

Can’t boot from file/device
原因:インストールメディアがブート可能なメディアを見つけることができませ
ん。

対処方法:次の条件が満たされているか確認します。

� DVD-ROMまたは CD-ROMドライブがシステムに適切に取り付けられ、電源
が入っている。

344 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月



� Solaris 10 DVDまたは Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDがドライブに挿入されて
いる。

� ディスクに傷や埃が付いていない。

WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (SPARC シス
テムのみ)
説明:これは参考情報です。

対処方法:メッセージは無視して、インストールを継続してください。

Not a UFS file system (x86 システムのみ)
原因: Solaris 10ソフトウェアをインストールしたとき (Solarisインストールプログ
ラムまたはカスタム JumpStartを使って)、ブートドライブを選択しませんでし
た。Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助)フ
ロッピーディスクを使用するか、BIOSを編集してシステムをブートする必要があ
ります。

対処方法:次の手順を実行します。

� Solaris 10 3/05リリースの場合は、Solaris 10 3/05 Device Configuration
Assistant (デバイス構成用補助)フロッピーディスクをシステムのブートフ
ロッピーディスクドライブ (通常はドライブA)に挿入します。Solaris 10 3/05
Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助)フロッピーディスクへの
アクセス方法については、155ページの「x86版 Solaris 10 3/05:ブートソフト
ウェアのフロッピーディスクへのコピー」を参照してください。

� Solaris 10 1/06以降のリリースでは、ブートする BIOSを選択します。詳細は、
BIOSのマニュアルを参照してください。

メディアからのブート時の一般的な問題

システムがブートしない。
説明:初めてカスタム JumpStartサーバーを設定する場合、エラーメッセージを返
さないブート問題が発生することがあります。システムについての情報およびシス
テムがどのようにブートするかを調べるには、-vオプションを指定してブートコ
マンドを実行してください。-vオプションを使用すると、ブートコマンドは画面
に詳しいデバッグ情報を表示します。

注 –このフラグを指定しなくてもメッセージは出力されますが、システムログ
ファイルが出力先となります。詳細は、syslogd(1M)を参照してください。

対処方法: SPARCシステムの場合、okプロンプトで次のコマンドを入力します。

ok boot net -v - install

x86 システムの場合、インストールプログラムにより「Select type of
installation」が表示されたら、次のコマンドを入力します。
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b - -v install

Toshiba SD—M 1401 DVD-ROM が搭載されたシステムで DVD メディアからのブー
トが失敗する
説明:使用しているシステムにファームウェアバージョン 1007の Toshiba
SD-M1401 DVD-ROMが搭載されている場合、システムは Solaris 10 DVDから
ブートできません。

対処方法: 111649–03以降のパッチを適用して Toshiba SD-M1401 DVD-ROMドライ
ブのファームウェアを更新します。このパッチ 111649-03は sunsolve.sun.comか
ら入手できます。

メモリー増設用以外の PC カードを挿入すると、システムがハングまたはパニックを
起こす。(x86 システムのみ)
原因:メモリー増設用以外の PCカードは、ほかのデバイスが使用するのと同じメ
モリーリソースを使用できません。

対処方法:この問題を解決するには、PCカードのマニュアルを参照してアドレス範
囲を確認してください。

ブート前の段階で、Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デ
バイス構成用補助) フロッピーディスクが、システムの IDE BIOS プライマリドラ
イブを検出できなかった。(x86 システムのみ)
対処方法:次の手順を実行します。

� 古いドライブを使用している場合、サポートされていないことがあります。
ハードウェアのマニュアルを参照してください。

� リボンケーブルと電源ケーブルが正しく接続されているか確認します。ハード
ウェアのマニュアルを参照してください。

� 1台のドライブだけがコントローラに接続されている場合、ジャンパを設定し
て、そのドライブをマスタードライブとして指定します。一部のドライブで
は、単一マスター用のジャンパ設定が、スレーブといっしょに動作するマス
ター用のジャンパ設定と異なる場合があります。未使用のコネクタがケーブル
の終端にあるときに発生する信号障害を抑制するために、ケーブルの終端にあ
るコネクタにドライブを接続します。

� 2台のドライブがコントローラに接続されている場合、1台のドライブをマス
ター (またはスレーブと一緒に動作するマスター)としてジャンパ設定し、もう
1台のドライブをスレーブとしてジャンパ設定します。

� 1台目のドライブがハードディスクで、2台目のドライブが CD-ROMドライブ
の場合、ジャンパを設定して、どちらかのドライブをスレーブドライブとして
指定します。どちらの物理ドライブをスレーブドライブとして指定してもかま
いません。

� 単一のコントローラ上の 2つのドライブで問題が継続して発生する場合、一度
に 1つのドライブを接続して、各ドライブの動作を確認します。ドライブをマ
スターまたは単一マスターとしてジャンパ設定し、IDEリボンケーブルの終端
にあるドライブコネクタを使用してドライブを接続します。各ドライブが動作
することを確認して、次にドライブをもう一度マスターとスレーブの構成に
ジャンパ設定します。
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� ドライブがディスクドライブの場合、BIOS設定画面を使用して、ドライブタイ
プ (シリンダ、ヘッド、セクターの数を示す)が正しく構成されていることを確
認します。一部の BIOSソフトウェアは、ドライブタイプを自動的に検出する
機能を持っています。

� ドライブが CD-ROMドライブの場合、BIOS設定画面を使用して、ドライブタ
イプを CD-ROMドライブとして構成します (BIOSソフトウェアがこの機能を
持っている場合のみ)。

� ほとんどのシステムでは、MS-DOS CD-ROMドライバがインストールされて
いる場合、IDEの CD-ROMドライブはMS-DOSでしか認識されません。別の
ドライブで試してみてください。

ブート前の段階で、Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デ
バイス構成用補助) フロッピーディスクが、システムの IDE ディスクまたは
CD-ROM ドライブを検出できなかった。(x86 システムのみ)
対処方法:次の手順を実行します。

� Solaris 10 3/05リリースの場合、ディスクが BIOSで無効になっているときは、
Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助)フ
ロッピーディスクを使用してハードディスクから起動します。Solaris 10 3/05
Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助)へのアクセス方法につい
ては、155ページの「x86版 Solaris 10 3/05:ブートソフトウェアのフロッピー
ディスクへのコピー」を参照してください。

� システムがディスクを持っていない場合は、ディスクレスクライアントにしま
す。

システムがプロンプトを出す前にハングする。(x86 システムのみ)
対処方法:サポートされていないハードウェアです。ハードウェアのマニュアルを
参照してください。

ネットワークからのブート時のエラーメッセージ

WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
説明:インストールクライアントのブート要求に対して、ネットワーク上の複数の
サーバーが応答したときに発生するエラーです。インストールクライアントの接続
先のブートサーバーが間違っているため、インストールは停止します。次の原因が
考えられます。

原因: 1このインストールクライアントが登録された /etc/bootparamsファイル
が複数のサーバーに存在する可能性があります。

対処方法: 1ネットワーク上の複数のサーバーの /etc/bootparamsエントリにイ
ンストールクライアントが登録されていないか調べます。複数のサーバーに登録が
されている場合は、インストールに使用するインストールサーバー（またはブート
サーバー）以外のサーバーの /etc/bootparamsファイルから、クライアントの
登録を削除します。
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原因: 2複数の /tftpbootまたは /rplbootディレクトリにこのインストールク
ライアントが登録されている可能性があります。

対処方法: 2ネットワーク上の複数のサーバーの /tftpbootまたは /rplboot
ディレクトリにインストールクライアントが登録されていないか調べます。複数の
サーバーに登録されている場合は、インストールに使用するインストールサーバー
（またはブートサーバー）以外のサーバーの /tftpbootまたは /rplboot
ディレクトリから、クライアントの登録を削除します。

原因: 3あるサーバーの /etc/bootparamsファイルにこのインストールクライア
ントが登録されており、別のサーバーの /etc/bootparamsファイルで、すべて
のシステムがプロファイルサーバーにアクセスできるように記述されている可能性
があります。次のような記述があります。

* install_config=profile_server:path

このエラーは、NISまたは NIS+の bootparamsテーブルにこのような行が存在
していても発生します。

対処方法: 3ワイルドカードエントリが名前サービスの bootparamsマップまたは
テーブル ( * install_config= など) にある場合は、そのエントリを削除し、
ブートサーバーの /etc/bootparams ファイルに追加します。

No network boot server. Unable to install the system. See
installation instructions. (SPARC システムのみ)
原因:このエラーは、ネットワークからインストールしようとしているシステムで
発生します。このシステムは、適切に設定されていません。

対処方法:ネットワークを介してインストールするようにシステムが適切に設定さ
れているか確認します。200ページの「CDイメージを使用してネットワークから
インストールするシステムの追加」を参照してください。

prom_panic: Could not mount file system (SPARC システムのみ)
原因:このエラーはネットワークから Solarisをインストールしようとしてブートソ
フトウェアが次のものを見つけられない場合に発生します。

� Solaris 10 DVDまたはインストールサーバー上の Solaris 10 DVDイメージコ
ピー

� Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDまたはインストールサーバー上の Solaris 10
SOFTWARE - 1 CDイメージコピー

対処方法:インストール用のソフトウェアがマウントされ共有されるように設定し
てあることを確認します。

� インストールサーバーの DVD-ROMまたは CD-ROMドライブから Solarisを
インストールする場合は、Solaris 10 DVDまたは Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD
が CD-ROMドライブに挿入されてマウントされていること、および
/etc/dfs/dfstabファイルで共有されるように設定してあることを確認しま
す。
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� インストールサーバーのディスク上にある Solaris 10 DVDイメージまたは
Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDイメージのコピーからインストールする場合は、
そのコピーのディレクトリパスが /etc/dfs/dfstabファイル内で共有されて
いることを確認します。

Timeout waiting for ARP/RARP packet...(SPARC システムのみ)
原因: 1クライアントはネットワークを介してブートしようとしていますが、認識
してくれるシステムを見つけることができません。

対処方法: 1システムのホスト名が NISまたは NIS+のネームサービスに登録されて
いることを確認します。また、ブートサーバーの /etc/nsswitch.confファイ
ル内の bootparamsの検索順序を確認します。

たとえば、/etc/nsswitch.confファイル内にある次の行は、JumpStartまたは
Solarisインストールプログラムが最初に NISマップから bootparams情報を探す
ことを示しています。ここで情報が見つからない場合、インストーラはブートサー
バーの /etc/bootparamsファイルを調べます。

bootparams: nis files

原因: 2クライアントの Ethernetアドレスが不正です。

対処方法: 2インストールサーバーの /etc/ethersファイルにあるクライアントの
Ethernetアドレスが正しいことを確認します。

原因: 3カスタム JumpStartインストールでは、特定のサーバーをインストール
サーバーとして使用するようにプラットフォームグループを
add_install_clientコマンドによって指定します。add_install_client
を使用する際に不正な構成値を使用すると、この問題が発生します。たとえば、イ
ンストールするマシンが sun4uであるのに誤って i86pcと指定した場合などが考
えられます。

対処方法: 3正しいアーキテクチャー値を使用して add_install_clientを実行
し直します。

ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer
broadcasts for multicast (x86 システムのみ)
原因:トークンリングカードを使用してシステムをブートすると、このエラー
メッセージが表示されます。Ethernetのマルチキャストとトークンリングのマルチ
キャストの動作は異なります。ドライバはこのエラーメッセージを返して、マルチ
キャストアドレスが無効なことを知らせます。

対処方法:このエラーメッセージは無視してください。マルチキャストがうまく動
作しなければ、IPは代わりにレイヤーブロードキャストを使用し、インストール
は失敗しません。

Requesting Internet address for Ethernet_Address (x86 システムのみ)
原因:クライアントはネットワークを介してブートしようとしていますが、認識し
てくれるシステムを見つけることができません。
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対処方法:システムのホスト名がネームサービスに登録されていることを確認しま
す。システムのホスト名が NISまたは NIS+のネームサービスに登録されている
のに、システムがこのエラーメッセージを表示し続ける場合は、リブートしてくだ
さい。

RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still
trying... (x86 システムのみ)
原因:クライアントはネットワークからブートしようとしていますが、インストー
ルサーバー上の /etc/bootparamsファイルにエントリを持つシステムを見つけ
ることができません。

対処方法:インストールサーバー上で add_install_clientを実行します。これ
により /etc/bootparamsファイルに適切なエントリが追加され、クライアント
はネットワークからブートできるようになります。

Still trying to find a RPL server... (x86 システムのみ)
原因:システムはネットワークからブートしようとしていますが、サーバーではこ
のシステムをブートするように設定されていません。

対処方法:インストールサーバー上で、インストールするシステム用に
add_install_clientを実行します。add_install_clientコマンドは、必
要なネットワークブートプログラムを含む /rplbootディレクトリを設定しま
す。

CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF (DHCP によるネットワークインストール
のみ)
原因: DHCPサーバーが正しく構成されていません。このエラーは、DHCPマネー
ジャ内でオプションやマクロが正しく定義されていない場合に発生する可能性があ
ります。

対処方法: DHCPマネージャで、オプションおよびマクロが正しく定義されている
ことを確認します。ルーターオプションが定義されており、その値がネットワーク
インストールで使用するサブネットを正しく表していることを確認します。

ネットワークからのブート時の一般的な問題

システムはネットワークを介してブートされるが、指定したインストールサーバー以
外のシステムからブートされる。
原因:このクライアントが登録された /etc/bootparamsエントリと
/etc/ethersエントリが別のシステム上に存在します。

対処方法:ネームサーバー上で、インストール中のシステムに対する
/etc/bootparamsエントリを更新します。このエントリは、次の構文に従う必
要があります。

install_system root=boot_server:path install=install_server:path

また、サブネット内で複数のサーバーの bootparamsファイルにインストールク
ライアントが登録されていないか確認します。
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システムがネットワークからブートしない (DHCP によるネットワークインストール
のみ)。
原因: DHCPサーバーが正しく構成されていません。このエラーは、システムが
DHCPサーバーのインストールクライアントとして構成されていない場合に発生
することがあります。

対処方法: DHCPマネージャーソフトウェアで、クライアントシステムのインス
トールオプションとマクロが定義されていることを確認します。詳細については、
108ページの「DHCPサービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照
してください。

Solaris OSの初期インストール
初期インストールが失敗する
対処方法: Solarisのインストールが失敗する場合、インストールを再実行する必要
があります。インストールを再実行するには、Solaris 10 DVD、Solaris 10
SOFTWARE - 1 CD、またはネットワークを利用してシステムをブートする必要が
あります。

Solarisソフトウェアが部分的にインストールされたあとでは、このソフトウェア
のインストールを解除することはできません。バックアップからシステムを復元す
るか、Solarisインストールの処理をもう一度行う必要があります。

/cdrom/Solaris_10/SUNWxxxx/reloc.cpio: Broken pipe
説明:このエラーメッセージは参考情報であり、インストールには影響しません。
パイプへ書き込みをしたときに読み取りプロセスが存在しないと、この状況が発生
します。

対処方法:メッセージは無視して、インストールを継続してください。

WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (x86 システムのみ)
原因:これは参考情報です。システムの BIOSに設定されているデフォルトブート
デバイスが、ブート時に Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス
構成用補助)フロッピーディスクを必要とするように設定されている可能性があり
ます。

対処方法:インストールを続行します。Solaris 10 3/05 Device Configuration
Assistant (デバイス構成用補助)フロッピーディスクを必要としないデバイスに
Solarisソフトウェアをインストールし終わったら、必要に応じて、BIOSに指定さ
れたシステムのデフォルトのブートデバイスを変更します。
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� x86: IDEディスクの不良ブロックの検査
IDEディスクドライブは、Solarisソフトウェアがサポートするほかのドライブのよう
に、不良ブロックを自動的に無効にしません。IDEディスク上に Solarisをインストー
ルする前に、ディスクを検査することをお勧めします。IDEディスクの検査を行うに
は、次の手順に従います。

1. インストールメディアに応じた方法でブートします。

� Solaris 10 3/05リリースの場合は、シングルユーザーモードでメディアから
ブートします。

# b -s

� Solaris 10 1/06以降のリリースでは、次の手順に従います。

a. インストールメディアからブートします。

b. インストールタイプの選択を求めるプロンプトが表示されたら、オプション
6「Single user shell」を選択します。

2. format(1M)プログラムを起動します。

# format

3. ディスク面の検査をする IDEディスクドライブを指定します。

# cxdy

cx コントローラ番号

dy デバイス番号

4. fdiskパーティションが存在するかどうかを確認します。

� Solaris fdiskパーティションがすでに存在する場合は、手順 5に進みます。

� Solaris fdiskパーティションが存在しない場合、fdiskコマンドを使用して
ディスク上に Solarisパーティションを作成します。

format> fdisk

5. 次のように入力して、表面解析を開始します。

format> analyze

6. 次のように入力して、現在の設定を確認します。

analyze> config

7. (省略可能)次のように入力して、設定を変更します。

analyze> setup

手順
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8. 次のように入力して、不正ブロックを探します。

analyze> type_of_surface_analysis

type_of_surface_analysis read、write、または compareを指定します。

formatが不良ブロックを発見すると、それらの再マッピングを実行します。

9. 次のように入力して、解析を終了します。

analyze> quit

10.再マッピングするブロックを指定するかどうか決定します。

� 指定しない場合は、手順 11へ進みます。

� 指定する場合は、次のコマンドを入力します。

format> repair

11.次のように入力して、formatプログラムを終了します。

quit

12.マルチユーザーモードでメディアを再起動します。

� Solaris 10 3/05リリースの場合は、次のコマンドを入力します。

ok b

� Solaris 10 1/06以降のリリースの場合は、次のコマンドを入力します。

# exit

Solaris OSのアップグレード

アップグレード時のエラーメッセージ

No upgradable disks
原因: /etc/vfstabファイルのスワップエントリが原因でアップグレードに失敗
しました。

対処方法: /etc/vfstabファイルの次の行をコメントにします。

� アップグレードしないディスク上のスワップファイルとスライスを指定してい
る行

� 存在しないスワップファイルを指定している行
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� 使用していないスワップスライスを指定している行

usr/bin/bzcat not found
原因:パッチクラスタが必要なために Solaris Live Upgradeが失敗しています。

対処方法: Solaris Live Upgradeのインストールでパッチを使用する必要が生じまし
た。http://sunsolve.sun.comで最新のパッチリストを確認してください。
SunSolve Webサイトで infodoc 72099を検索してください。

Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable
partitions to hold the Solaris install software were found.
Upgrading using the Solaris Installer is not possible. It might be
possible to upgrade using the Solaris Software 1 CDROM. (x86 システ
ムのみ)
原因:十分な容量がないため、Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDでアップグレードでき
ません。

対処方法:アップグレードするには、512Mバイト以上のスワップスライスを作成す
るか、別のアップグレード方法 (Solaris 10 DVDの Solarisインストールプログラ
ム、ネットインストールイメージ、JumpStartなど)を選択します。

アップグレード時の一般的な問題

システム上にアップグレード可能なバージョンの Solaris ソフトウェアが存在する
にもかかわらず、アップグレードオプションが提供されない。
原因: 1 /var/sadmディレクトリがシンボリックリンクであるか、別のファイルシ
ステムからマウントされたディレクトリです。

対処方法: 1 /var/sadmディレクトリをルート (/)または /varファイルシステム
に移動します。

原因: 2 /var/sadm/softinfo/INST_RELEASEファイルが存在しません。

対処方法: 2 次の形式で新しく INST_RELEASE ファイルを作成します。

OS=Solaris
VERSION=x
REV=0

x
システム上の Solarisソフトウェアのバージョン

原因: 3 /var/sadm/softinfoに SUNWusrが存在しません。

対処方法: 3初期インストールを行う必要があります。この Solarisソフトウェアは
アップグレードできません。

354 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月

http://sunsolve.sun.com


md ドライバの停止または初期化に失敗する
対処方法:次の手順を実行します。

� ファイルシステムが RAID-1ボリュームでなければ、vsftabファイル内でコ
メントにします。

� ファイルシステムが RAID-1ボリュームであれば、ミラーを解除し、インス
トールし直します。ミラー化の解除については、『Solarisボリュームマネー
ジャの管理』の「RAID-1ボリュームの削除 (ミラー化の解除)」を参照してく
ださい。

Solaris インストールプログラムがファイルシステムをマウントできないため、
アップグレードに失敗する。
原因:アップグレード中、インストールプログラムは、システムの /etc/vfstab
ファイルにリストされているすべてのファイルシステムを、アップグレードしよう
としているルート (/)ファイルシステムにマウントしようとします。インストール
プログラムがファイルシステムをマウントできない場合、失敗して終了します。

対処方法:システムの /etc/vfstabファイル内のすべてのファイルシステムがマ
ウントできることを確認します。/etc/vfstabファイル内のマウントできない、
あるいは問題の原因になっている可能性があるファイルシステムは、すべてコメン
トにします。Solarisインストールプログラムはアップグレード中、コメントにし
たファイルシステムをマウントしません。アップグレードされるソフトウェアを含
むシステムベースのファイルシステム (たとえば /usr)は、コメントにできませ
ん。

アップグレードが失敗する
説明:システムにアップグレードに対応できるだけの十分なディスク容量がありま
せん。

原因: 46ページの「ディスク容量の再配置を伴うアップグレード」を参照して
ディスク容量に問題がないかを確認し、自動配置機能による領域の再配置を行わず
に解決できるかどうかを調べます。

RAID-1 ボリュームのルート (/) ファイルシステムのアップグレードに関連する問
題
対処方法: Solarisボリュームマネージャー RAID-1ボリュームのルート (/)ファイ
ルシステムを使用してアップグレードする際に問題が発生する場合は、『Solaris
ボリュームマネージャの管理』の第 25章「Solarisボリュームマネージャの障害追
跡 (作業)」を参照してください。

� 問題発生後にアップグレードを継続する方法
アップグレードに失敗し、システムをブートできない場合があります。このような状
況は、電源の故障やネットワーク接続の障害などが発生した場合に起こる可能性があ
ります、制御できない場合に発生します。

1. Solaris 10 DVD、Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD、またはネットワークを利用して
システムをリブートします。

手順
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2. インストール用のアップグレードオプションを選択します。

Solaris suninstallプログラムは、システムが部分的にアップグレードされてい
るか判断し、アップグレードを継続します。

x86: GRUBを使用する場合の Solaris Live Upgrade
に関する問題
Solaris 10 1/06以降のリリースでは、x86システムで Solaris Live Upgradeと GRUB
ブートローダーを使用すると次のようなエラーが発生する可能性があります。

ERROR: The media product tools installation directory
path-to-installation-directory does not exist.

ERROR: The media dirctory does not contain an operating system
upgrade image.
説明:これらのエラーメッセージは、新しいブート環境をアップグレードするため
に luupgradeコマンドを使用するときに発生します。

原因:古いバージョンの Solaris Live Upgradeが使用されています。システムにイ
ンストールした Solaris Live Upgradeパッケージは、メディアおよびメディアに記
録されているリリースと互換性がありません。

対処方法: Solaris Live Upgradeパッケージは、常にアップグレードするリリースの
ものを使用してください。

例:次の例のエラーメッセージは、システムの Solaris Live Upgradeパッケージの
バージョンがメディアのパッケージのバージョンと異なることを示しています。

# luupgrade -u -n s10u1 -s /mnt
Validating the contents of the media </mnt>.
The media is a standard Solaris media.
ERROR: The media product tools installation directory

</mnt/Solaris_10/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/install_config> does
not exist.

ERROR: The media </mnt> does not contain an operating system upgrade
image.

ERROR: Cannot find or is not executable: </sbin/biosdev>.

ERROR: One or more patches required by Solaris Live Upgrade has
not been installed.
原因: Solaris Live Upgradeで必要とされる 1つ以上のパッチが、システムにインス
トールされていません。このエラーメッセージでは、欠落しているすべてのパッチ
を認識しているわけではありません。

対処方法: Solaris Live Upgradeを使用する前に、必要なパッチすべてを必ずインス
トールしてください。http://sunsolve.sun.comを参照して、最新のパッチリスト
を使用しているかどうか確認してください。SunSolve Webサイトで infodoc 72099
を検索してください。
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ERROR: Device mapping command </sbin/biosdev> failed. Please
reboot and try again.
原因: 1 Solaris Live Upgradeが、以前の管理作業が原因でデバイスをマップできま
せん。

対処方法: 1システムをリブートして、もう一度 Solaris Live Upgradeを実行します

原因: 2システムをリブートしても同じエラーメッセージが表示される場合は、2つ
以上の同一ディスクがあります。デバイスのマッピングコマンドがそれらのディス
クを区別できません。

対処方法: 2ディスクの一方に、新しいダミーの fdiskパーティションを作成しま
す。fdisk(1M)のマニュアルページを参照してください。そのあとで、システム
をリブートします。

Cannot delete the boot environment that contains the GRUB menu
原因: Solaris Live Upgradeには、ブート環境に GRUBメニューが含まれる場合は
ブート環境を削除できないという制限があります。

対処方法: lumake(1M)コマンドおよび luupgrade(1M)コマンドを使用してブー
ト環境を再使用します。

The file system containing the GRUB menu was accidentally remade.
However, the disk has the same slices as before. For example, the
disk was not re-sliced.
原因: GRUBメニューを含むファイルシステムは、システムをブート可能な状態に
維持するために不可欠です。Solaris Live Upgradeコマンドは、GRUBメニューを
破棄しません。ただし、Solaris Live Upgradeコマンド以外のコマンドを使用して
GRUBメニューのあるファイルシステムを誤って再作成または破棄すると、回復
ソフトウェアは GRUBメニューの再インストールを試みます。回復ソフトウェア
は、次のリブート時に GRUBメニューを同じファイルシステムに戻します。たと
えば、ファイルシステムで newfsまたは mkfsコマンドを使用し、誤って GRUB
メニューを破棄してしまったとします。GRUBメニューを正しく復元するには、
スライスが次の条件を満たす必要があります。

� マウント可能なファイルシステムが含まれている
� スライスが以前に存在していた Solaris Live Upgradeブート環境の一部である

システムをリブートする前に、必要であればスライスを修正します。

対処方法:システムをリブートします。GRUBメニューのバックアップコピーが自
動的にインストールされます。

The GRUB menu’s menu.lst file was accidentally deleted.
対処方法:システムをリブートします。GRUBメニューのバックアップコピーが自
動的にインストールされます。
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� Veritas VxVmの実行中に Solaris Live Upgradeを
使用してアップグレードするとシステムパニック
が発生する
Veritas VxVMの実行中に Solaris Live Upgradeを使用してアップグレードを行う場
合、次の手順でアップグレードを行わないと、リブート時にシステムパニックが発生
します。この問題は、パッケージが Solarisの最新のパッケージガイドラインに従って
いない場合に発生します。

1. 非アクティブブート環境を作成します。『Solaris 10インストールガイド (Solaris
Live Upgradeとアップグレードの計画)』の「新しいブート環境の作成」を参照し
てください。

2. 非アクティブブート環境をアップグレードする前に、非アクティブブート環境上の
既存の Veritasソフトウェアを無効にする必要があります。

a. 非アクティブブート環境をマウントします。

# lumount inactive_boot_environment_name mount_point

次に例を示します。

# lumount solaris8 /mnt

b. 次の例のように、vfstabがあるディレクトリに移動します。

# cd /mnt/etc

c. 次の例のように、非アクティブブート環境の vfstabファイルをコピーしま
す。

# cp vfstab vfstab.501

d. 次の例のように、コピーされた vfstab内のすべての Veritasファイルシステ
ムエントリをコメントにします。

# sed ’/vx\/dsk/s/^/#/g’ < vfstab > vfstab.novxfs

各行の最初の文字が #に変わり、その行がコメント行になります。このコメン
ト行は、systemファイルのコメント行とは異なります。

e. 次の例のように、変更した vfstabファイルをコピーします。

# cp vfstab.novxfs vfstab

f. 次の例のように、非アクティブブート環境の systemファイルがあるディレク
トリに移動します。

# cd /mnt/etc

g. 次の例のように、非アクティブブート環境の systemファイルをコピーしま
す。

# cp system system.501

手順
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h. drv/vxを含むすべての forceload:エントリをコメントアウトします。

# sed ’/forceload: drv\/vx/s/^/*/’ <system> system.novxfs

各行の最初の文字が *に変わり、その行がコメント行になります。このコメン
ト行は、vfstabファイルのコメント行とは異なります。

i. 次の例のように、Veritas install-dbファイルを作成します。

# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db

j. 非アクティブブート環境のマウントを解除します。

# luumount inactive_boot_environment_name

3. 非アクティブブート環境をアップグレードします。『Solaris 10インストールガイ
ド (Solaris Live Upgradeとアップグレードの計画)』の第 7章「Solaris Live
Upgradeによるアップグレード (作業)」を参照してください。

4. 非アクティブブート環境をアクティブにします。『Solaris 10インストールガイド
(Solaris Live Upgradeとアップグレードの計画)』の「ブート環境のアクティブ
化」を参照してください。

5. システムをシャットダウンします。

# init 0

6. 非アクティブブート環境をシングルユーザーモードでブートします。

OK boot -s

vxvmまたは VXVMを含むメッセージとエラーメッセージがいくつか表示されます
が、これらは無視してかまいません。非アクティブブート環境がアクティブになり
ます。

7. Veritasをアップグレードします。

a. 次の例のように、システムから Veritas VRTSvmsaパッケージを削除します。

# pkgrm VRTSvmsa

b. Veritasパッケージがあるディレクトリに移動します。

# cd /location_of_Veritas_software

c. システムに最新の Veritasパッケージを追加します。

# pkgadd -d ‘pwd‘ VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev

8. 元の vfstabファイルと systemファイルを復元します。

# cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
# cp /etc/system.original /etc/system

9. システムをリブートします。

# init 6
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x86:既存のサービスパーティションが存在しない
システムでは、デフォルトでサービスパー
ティションが作成されない
診断・サービスパーティションの存在しないシステム上に Solaris 10 OSをインストー
ルすると、インストールプログラムがデフォルトでサービスパーティションを作成し
ない場合があります。Solarisパーティションと同じディスクにサービスパー
ティションを作成する場合、Solaris 10 OSをインストールする前にサービスパー
ティションを作り直す必要があります。

サービスパーティションが存在しているシステムに Solaris 8 2/02 OSをインストール
した場合、インストールプログラムがサービスパーティションを保持しなかった可能
性があります。サービスパーティションを保存するように fdiskブートパー
ティションレイアウトを手動で編集しなかった場合、インストールプログラムはイン
ストール時にサービスパーティションを削除しています。

注 – Solaris 8 2/02 OSのインストール時にサービスパーティションの保持を明示的に
指定しなかった場合、サービスパーティションを作り直して Solaris 10 OSにアップグ
レードすることができなくなる可能性があります。

Solarisパーティションを含むディスクにサービスパーティションを含めたい場合、次
のいずれかの方法を選択してください。

� ネットワークインストールイメージまたは Solaris
10 DVDからのソフトウェアのインストール
ソフトウェアを、ネットインストールイメージからインストールするか、ネットワー
ク経由で Solaris 10 DVDからインストールする場合、次の手順を実行します。

1. ディスクの内容を削除します。

2. インストールする前に、システムに応じた診断用 CDを使用してサービスパー
ティションを作成します。

サービスパーティションの作成方法の詳細は、ハードウェアのマニュアルを参照し
てください。

3. ネットワークからシステムをブートします。

「fdiskパーティションのカスタマイズ」画面が表示されます。

4. 「デフォルト」をクリックし、デフォルトのブートディスクパーティションレイア
ウトを読み込みます。

インストールプログラムにより、サービスパーティションが保存され、Solaris
パーティションが作成されます。

手順
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� Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDまたはネットワーク
インストールイメージからのインストール
Solarisインストールプログラムを使用して、Solaris 10 SOFTWARE - 1 CDまたは
ブートサーバー上のネットワークインストールイメージからインストールを実行する
には、次の手順を実行します。

1. ディスクの内容を削除します。

2. インストールする前に、システムに応じた診断用 CDを使用してサービスパー
ティションを作成します。

サービスパーティションの作成方法の詳細は、ハードウェアのマニュアルを参照し
てください。

3. インストールプログラムにより、Solarisパーティションの作成方法を選択するよ
う求められます。

4. システムをブートします。

5. 「残りのディスクを使用して Solaris パーティションを配置します」を選択し
ます。

インストールプログラムにより、サービスパーティションが保存され、Solaris
パーティションが作成されます。

6. インストールが完了します。

手順
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付録 B

リモートからのインストールまたは
アップグレード (作業)

この付録では、DVD-ROMドライブまたは CD-ROMドライブが直接接続されていな
いマシンまたはドメインで、Solarisインストールプログラムを使って Solaris OSをイ
ンストールまたはアップグレードする方法について説明します。

注 –マルチドメインサーバーに Solaris OSをインストール、またはアップグレードす
る場合は、インストールプロセスを開始する前に、システムコントローラまたはシス
テムサービスプロセッサのマニュアルを参照してください。

SPARC: Solarisインストールプログラム
を使用してリモート DVD-ROMまたは
CD-ROMからインストールまたは
アップグレードする
DVD-ROMまたは CD-ROMドライブが直接接続されていないシステムまたはドメイ
ンサーバーに Solaris OSをインストールする場合は、ほかのシステムに接続されたド
ライブを使用することができます。この場合、両方のシステムが同じサブネット上に
接続されている必要があります。インストール手順は次のとおりです。
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� SPARC:リモート DVD-ROMまたは CD-ROMを
使用してインストールまたはアップグレードを行
う方法

注 –この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定してい
ます。ボリュームマネージャーを使用せずにリムーバブルメディアを管理する方法に
ついては、『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してくだ
さい。

この手順では、DVD-ROMまたは CD-ROMが接続されているリモートシステムをリ
モートシステムと呼びます。そして、インストールするクライアントをクライアント
システムと呼びます。

1. Solaris OSが動作し、かつ DVD-ROMドライブまたは CD-ROMドライブを備え
たシステムを特定します。

2. DVD-ROMドライブまたは CD-ROMドライブが存在するリモートシステムで、
ドライブに Solaris 10 DVDまたは Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (SPARC版)を
挿入します。

ボリュームマネージャーによってディスクがマウントされます。

3. リモートシステムで、add_install_clientコマンドが含まれている DVDまた
は CDのディレクトリに移ります。

� DVDメディアの場合は、次のように入力します。

remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools

� CDメディアの場合は、次のように入力します。

remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0

4. リモートシステムで、クライアントとしてインストールするシステムを追加しま
す。

� DVDメディアの場合は、次のように入力します。

remote system# ./add_install_client \
client_system_name arch

� CDメディアの場合は、次のように入力します。

remote system# ./add_install_client -s remote_system_name: \
/cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch

remote_system_name DVD-ROMドライブまたは CD-ROMドライブを備えたシ
ステムの名前

client_system_name インストールするマシンの名前

手順
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arch インストールするマシンのプラットフォームグループ (例:
sun4u)。インストールするシステム上で、uname -mコマ
ンドを実行するとプラットフォームグループが表示されま
す。

5. インストールするクライアントシステムをブートします。

client system: ok boot net

インストールが始まります。

6. 必要なら、説明に従ってシステム構成情報を入力します。

� DVDメディアを使用している場合は、画面の説明に従ってインストールを完了
します。ここで作業は終了です。

� CDメディアを使用している場合は、マシンがリブートされ、Solarisインス
トールプログラムが始まります。「ようこそ (Welcome)」画面が表示されたあ
と、「ネットワークに接続 (Network File System)」を選択すると、「媒体の指
定 (Specify Media)」画面が表示されます。手順 7に進みます。

7. 「媒体の指定 (Specify Media)」画面で、「次へ (Next)」をクリックします。

「ネットワークファイルシステムのパスの指定 (Specify Network Filesystem
Path)」画面が表示され、テキストフィールドにインストールパスが示されます。

client_system_ip_address :/cdrom/cdrom0/s0

8. DVDまたは CDがマウントされているリモートシステムで、ディレクトリを /
(root)に変更します。

remote system# cd /

9. リモートシステムで、共有されているスライスへのパスがあるかチェックします。

remote system# share

10.リモートシステムで、手順 9で見つかったパスを使って Solaris 10 DVDまたは
Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (SPARC版)の共有を解除します。パスが 2つのス
ライスを指している場合は、両方のスライスをunshareします。

remote system# unshare absolute_path

absolute_path shareコマンドで表示される絶対パスです。

この例では、スライス 0と 1の共有が解除されます。

remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s1

11.インストールするクライアントシステムで、「次へ (Next)」をクリックして
Solarisのインストールを継続します。
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12. Solarisインストールプログラムが Solaris 10 SOFTWARE - 2 CDを挿入するよう
プロンプトを表示したら、手順 9から手順 11までを行い、Solaris 10 SOFTWARE
- 1 CDの共有解除と Solaris 10 SOFTWARE - 2 CDのエクスポートおよびインス
トールを行います。

13. Solarisインストールプログラムが追加の Solaris 10 SOFTWARE CDを挿入する
ようプロンプトを表示したら、手順 9から手順 11までを行い、Solaris 10
SOFTWARE CDの共有解除と追加の CDのエクスポートおよびインストールを行
います。

14. Solarisインストールプログラムが Solaris 10 LANGUAGES CDを挿入するようプ
ロンプトを表示したら、手順 9から手順 11までを行い、Solaris 10 SOFTWARE
CDの共有解除と Solaris 10 LANGUAGES CDのエクスポートおよびインストー
ルを行います。

Solaris 10 LANGUAGES CDをエクスポートすると、CD-ROMがマウントされて
いるシステム上にインストール画面が表示されます。Solaris 10 LANGUAGES CD
をインストールする間は、このインストール画面は無視してください。Solaris 10
LANGUAGES CDのインストールが終了したあとで、このインストール画面を閉
じてください。
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用語集

3DES Triple-Data Encryption Standard (Triple DES)の略。168ビットの鍵を
提供する対称鍵暗号化方法。

AES Advanced Encryption Standardの略。対称 128ビットブロックのデー
タ暗号技術。米国政府は、2000年の 10月に暗号化標準としてこのア
ルゴリズムの Rijndael方式を採用しました。DESに代わる米国政府の
標準として、AESが採用されています。

bootlog-cgi WANブートインストール時に、リモートクライアントのブートおよ
びインストールのコンソールメッセージをWebサーバーで収集し保存
できるようにする CGIプログラム。

certstore 特定のクライアントシステムに関するデジタル証明書を格納している
ファイル。SSLネゴシエーションの際、クライアントは証明書ファイ
ルをサーバーに提供するよう要求されることがあります。サーバーは
このファイルを使ってクライアントの識別情報を確認します。

CGI Common Gateway Interfaceの略。外部プログラムが HTTPサーバー
と通信するためのインタフェース。CGIを使用するプログラムは、
CGIプログラムまたは CGIスクリプトと呼ばれます。通常サーバーで
は処理されないフォームや解析されない出力を、CGIプログラムが処
理したり解析したりします。

DES Data Encryption Standardの略。対称鍵暗号化方法の 1つ。1975年に
開発され、ANSIにより 1981年にANSI X.3.92として標準化されまし
た。DESでは 56ビットの鍵を使用します。

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (動的ホスト構成プロトコル)の
略。アプリケーション層のプロトコル。TCP/IPネットワーク上の
個々のコンピュータつまりクライアントが、中央管理を行なっている
指定の DHCPサーバーから IPアドレスなどのネットワーク構成情報
を抽出できるようにします。この機能は、大規模な IPネットワークの
保持、管理によるオーバーヘッドを削減します。

/etc 重要なシステム構成ファイルや保守コマンドが収められているディレ
クトリ。
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/etc/netbootディレ
クトリ

WANブートインストールに必要なクライアント構成情報とセキュリ
ティーデータが格納されている、WANブートサーバー上のディレク
トリ。

/export OSサーバー上のファイルシステムで、ネットワーク上のほかのシステ
ムと共有されます。たとえば、/exportファイルシステムには、
ディスクレスクライアント用のルート (/)ファイルシステムとス
ワップ空間、それにネットワーク上のユーザーのホームディレクトリ
を収めることができます。ディスクレスクライアントは、起動と実行
の際に OSサーバー上の /exportファイルシステムに依存します。

fdiskパーティション x86ベースのシステム上にある特定のオペレーティングシステム専用
のディスクドライブの論理パーティション。x86システム上に Solaris
ソフトウェアをインストールするには、1つ以上の Solaris fdiskパー
ティションを設定する必要があります。x86システムでは、1台の
ディスクに最大 4つの fdiskパーティションを作成できます。これら
のパーティションは、個別のオペレーティングシステムをインストー
ルして使用できます。各オペレーティングシステムは、独自の fdisk
パーティション上に存在しなければなりません。個々のシステムの
Solaris fdiskパーティションの数は、1台のディスクにつき 1つに限
られます。

GRUB x86のみ: GRUB (GNU GRand Unified Bootloader)は、簡単なメ
ニューインタフェースを備えたオープンソースのブートローダーで
す。メニューには、システムにインストールされているオペレー
ティングシステムのリストが表示されます。GRUBを使用すると、
Solaris OS、Linux、またはMicrosoft Windowsなどのさまざまなオペ
レーティングシステムを、簡単にブートすることができます。

GRUB編集メニュー x86のみ: GRUBメインメニューのサブメニューであるブートメ
ニュー。このメニューには、GRUBコマンドが表示されます。これら
のコマンドを編集して、ブート動作を変更できます。

GRUBメインメニュー x86のみ:システムにインストールされているオペレーティングシステ
ムがリストされたブートメニュー。このメニューから、BIOSまたは
fdiskパーティションの設定を変更することなく、簡単にオペレー
ティングシステムをブートできます。

HMAC メッセージ認証を行うためのキー付きハッシュ方法。HMACは秘密共
有鍵と併用して、MD5、SHA-1などの繰り返し暗号化のハッシュ関
数で使用します。HMACの暗号の強さは、基になるハッシュ関数のプ
ロパティーによって異なります。

HTTP (Hypertext Transfer Protocolの略)リモートホストからハイパーテキス
トオブジェクトをフェッチするインターネットプロトコル。このプロ
トコルは TCP/IPにもとづいています。

HTTPS HTTPのセキュリティー保護されたバージョン。SSL (Secure Sockets
Layer)を使って実装されます。
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IPv6 IPv6は、現在のバージョン IPv4 (バージョン 4)から拡張されたイン
ターネットプロトコル (IP)のバージョン (バージョン 6)です。定めら
れた移行方法を使用して IPv6を採用すると、現在の運用を中断する必
要はありません。また、IPv6には、新しいインターネット機能用のプ
ラットフォームも用意されています。

IPv6の詳細は、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』のパー
ト I「システム管理の概要: IPサービス」を参照してください。

IPアドレス インターネットプロトコル (Internet Protocol、IP)アドレス。TCP/IP
では、ネットワーク上の個々のホストを識別する 32ビットの一意の数
値。IPアドレスは、4つの数をピリオドで区切った形式になります
(例: 192.168.0.0)。通常、IPアドレスの各部は 0～225の番号ですが、
最初の番号は 224未満とし、最後の番号は 0以外にする必要がありま
す。

IPアドレスは、論理的に次の 2つの部分に分割されます。ネットワー
ク (市外局番のようなもの)とネットワーク上のシステム (電話番号の
ようなもの)です。たとえば、クラスAの IPアドレス内の数字
は「network.local.local.local」を表し、クラス Cの IPアド
レス内の数字は「network.network.network.local」を表しま
す。

クラス 範囲 (xxxは 0から 255までの数字) 使用できる IPアドレス数

クラスA 1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx 1,600万以上

クラス B 128.0.xxx.xxx - 191.255.xxx.xxx 65,000以上

クラス C 192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx 256

JumpStartインストール インストール方法の 1つ。出荷時にインストールされている
JumpStartソフトウェアを使用することによって、Solarisソフト
ウェアをシステムに自動インストールできます。

JumpStartディレクトリ カスタム JumpStartインストールの実行に必要なファイルが含まれて
いるディレクトリ。プロファイルフロッピーディスクを使用してイン
ストールする場合は、フロッピーディスク上のルートディレクトリが
JumpStartディレクトリとなります。カスタム JumpStartインストー
ル用にプロファイルサーバーを使用する場合、必要なカスタム
JumpStartファイルをすべて格納するサーバー上のディレクトリが
JumpStartディレクトリとなります。

Kerberos 強力な秘密鍵暗号方式を使用して、クライアントとサーバーが、セ
キュリティー保護されていないネットワーク接続で相互を認識できる
ようにするネットワーク認証プロトコル。
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keystore クライアントとサーバーとで共有される鍵を格納しているファイル。
WANブートインストール時に、クライアントシステムは鍵を
使って、サーバーから送信されるデータやファイルの完全性の確認と
復号化を行います。

LAN local area networkの略。接続用のハードウェアとソフトウェアを介し
て通信できる、近接したコンピュータシステムの集まり。

LDAP Lightweight Directory Access Protocolの略。LDAPネームサービスク
ライアントとサーバー間の通信に使用される標準の拡張可能なディレ
クトリアクセスプロトコル。

MD5 Message Digest 5の略。デジタル署名などのメッセージ認証に使用す
る繰り返し暗号化のハッシュ関数。1991年に Rivest氏によって開発さ
れました。

menu.lstファイル x86のみ:システムにインストールされているすべてのオペレーティン
グシステムがリストされたファイル。このファイルの内容は、GRUB
メニューに表示されるオペレーティングシステムの一覧を記述したも
のです。GRUBのメニューから、BIOSまたは fdiskパーティションの
設定を変更することなく、簡単にオペレーティングシステムをブート
できます。

NIS SunOS 4.0 (以上)のネットワーク情報サービス。ネットワーク上のシ
ステムとユーザーに関する重要な情報が収められている分散型ネット
ワークデータベース。NISデータベースは、マスターサーバーとすべ
てのスレーブサーバーに格納されています。

NIS+ SunOS 5.0 (以上)のネットワーク情報サービス。NIS+は、SunOS 4.0
(以上)のネットワーク情報サービスである NISに代わるものです。

/opt Sun以外のソフトウェア製品や別製品のソフトウェア用のマウントポ
イントが収められているファイルシステム。

OSサーバー ネットワーク上のシステムにサービスを提供するシステム。ディスク
レスクライアントにサービスを提供するには、OSサーバーは、ディス
クレスクライアントごとに、ルート (/)ファイルシステムとスワップ
領域 (/export/root、/export/swap)用のディスク容量が必要で
す。

RAID-1ボリューム 同じデータのコピーを複数保持しているボリューム。RAID-1ボ
リュームは、サブミラーと呼ばれる 1つまたは複数の RAID-0ボ
リュームから構成されます。RAID-1ボリュームはミラーと呼ばれる
こともあります。

RAID-0ボリューム ストライプ方式または連結方式のボリューム。これらはサブミラーと
も呼ばれます。ストライプや連結は、ミラーを構築する基本構成ブ
ロックです。
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rules.okファイル rulesファイルから生成されたファイル。カスタム JumpStartインス
トールソフトウェアは、rules.okファイルを使ってシステムとプロ
ファイルを照合します。rules.okファイルは、checkスクリプトを
使用して作成しなくてはなりません。

rulesファイル 自動的にインストールするシステムの各グループまたは単一のシステ
ムのルールを含んでいるテキストファイル。各ルールは 1つ以上のシ
ステム属性に基づいてシステムグループを識別します。rulesファイ
ルは、各グループをプロファイル (Solarisソフトウェアをどのように
してグループ内の個々のシステムにインストールするかを定めたテキ
ストファイル)にリンクします。ルールファイルは、カスタム
JumpStartインストールで使用されます。「プロファイル」も参照し
てください。

Secure Sockets Layer (SSL)クライアントとサーバーの間にセキュリティー保護された接続
を確立するソフトウェアライブラリ。HTTPのセキュリティー保護さ
れたバージョンである HTTPSを実装するために使用されます。

SHA1 Secure Hashing Algorithmの略。このアルゴリズムは、長さが 264未
満の入力に対して演算を行い、メッセージダイジェストを生成しま
す。

Solaris DVDまたはCD
イメージ

システムにインストールされる Solarisソフトウェア。Solaris DVDや
CDから、または Solaris DVDや CDイメージをコピーしたインス
トールサーバーのハードディスク上から利用できます。

Solaris Live Upgrade アクティブブート環境が稼働している間に複製ブート環境のアップグ
レードを行うことにより、稼働中の環境のダウンタイムをなくすこと
を可能にするアップグレード方法。

Solarisインストールプ
ログラム

グラフィカルユーザーインタフェース (GUI)とコマンド行インタ
フェース (CLI)を備えたインストールプログラム。ウィザードパネル
に、Solarisソフトウェアやサードパーティソフトウェアをインストー
ルする手順が示されます。

Solarisゾーン オペレーティングシステムサービスを仮想化し、安全で隔離されたア
プリケーション実行環境を提供するソフトウェア区分技術。非大域
ゾーンを作成すると、そのアプリケーション実行環境で実行されるプ
ロセスは、ほかのゾーンから隔離されます。このように隔離されてい
るので、あるゾーンで実行中のプロセスが、ほかのゾーンで実行中の
プロセスから監視または操作されることがありません。「大域ゾー
ン」と「非大域ゾーン」も参照してください。

Solarisフラッシュ マスターシステムと呼ぶシステムからファイルのアーカイブを作成す
る Solarisインストール機能。このアーカイブを使ってほかのシステム
のインストールを行うと、そのシステムの構成はマスターシステムと
同じになります。「アーカイブ」も参照してください。

sysidcfgファイル システムを事前設定する特殊な一連のシステム構成キーワードを指定
するファイル。
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truststore 1つ以上のデジタル証明書を格納しているファイル。WANブートイン
ストール時に、クライアントシステムは truststoreファイル内の
データを参照して、インストールを実行しようとしているサーバーの
識別情報を確認します。

URL Uniform Resource Locatorの略。サーバーやクライアントがドキュメ
ントを要求するために使用するアドレス方式。URLはロケーションと
も呼ばれます。URLの形式は protocol://machine:port/documentです。

たとえば、http://www.example.com/index.htmlは URLの一
例です。

/usr スタンドアロンシステムまたはサーバー上のファイルシステム。標準
UNIXプログラムの多くが格納されています。ローカルコピーを保持
する代わりに、大きな /usrファイルシステムをサーバーと共有する
ことにより、システム上で Solarisソフトウェアをインストールおよび
実行するために必要なディスク容量を最小限に抑えることができま
す。

/var システムの存続期間にわたって変更または増大が予想されるシステム
ファイルが格納されている (スタンドアロンシステム上の)ファイルシ
ステムまたはディレクトリ。これらのファイルには、システムログ、
viファイル、メールファイル、uucpファイルなどがあります。

WAN wide area networkの略。複数のローカルエリアネットワーク (LAN)
または地理的に異なる場所にあるシステムを、電話、光ファイバ、衛
星などの回線を使って接続するネットワーク。

wanboot-cgiプログラ
ム

WANブートインストールで使用されるデータとファイルの取得と転
送を行う CGIプログラム。

wanboot.confファイ
ル

WANブートインストールに必要な構成情報とセキュリティー設定値
を指定するテキストファイル。

wanbootプログラム WANブートインストールの実行に必要な、WANブートミニルート、
クライアント構成ファイル、およびインストールファイルを読み込
む、二次レベルのブートプログラム。WANブートインストールで
は、wanbootバイナリが、ufsbootまたは inetboot二次ブートプ
ログラムと同様の処理を実行します。

WANブートインストー
ル

HTTPまたは HTTPSを使って広域ネットワーク (WAN)を介してソフ
トウェアをブートしインストールできるインストール方式。WAN
ブートインストールでは、暗号化された Solarisフラッシュアーカイブ
を公開ネットワークを介して転送し、リモートクライアントに対して
カスタム JumpStartインストールを実行できます。

WANブートサーバー WANブートインストールで使用される構成ファイルとセキュリ
ティーファイルを提供するWebサーバー。

WANブートミニルート WANブートインストールを実行するために変更されたミニルート。
WANブートミニルートには、Solarisミニルートにあるソフトウェア
のサブセットが格納されます。「ミニルート」も参照してください。
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アーカイブ マスターシステムからコピーされたファイルの集合体。このファイル
には、アーカイブの名前や作成した日付など、アーカイブの識別情報
が含まれています。アーカイブをシステムにインストールすると、シ
ステムはマスターシステムとまったく同じ構成になります。

更新前のマスターイメージと更新されたマスターイメージの相違部分
のみを含む Solarisフラッシュアーカイブを、差分アーカイブとして使
用することも可能です。差分アーカイブには、クローンシステムで保
持、変更、または削除するファイルが含まれます。差分更新により、
指定されたファイルだけが更新されます。また、差分更新を使用可能
なシステムは、更新前のマスターイメージとの整合性を保持するソフ
トウェアを含むシステムのみに限定されます。

アップグレード ファイルを既存のファイルとマージし、可能な場合には変更を保存す
るインストール。

Solaris OSのアップグレードでは、Solaris OSの新しいバージョンが
システムのディスク上の既存のファイルにマージされます。アップグ
レードでは、既存の Solaris OSに対して行なった変更は可能な限り保
存されます。

アップグレードオプ
ション

Solarisインストールプログラムによって提示されるオプション。
アップグレード時には、新しいバージョンの Solarisとディスク上の既
存のファイルが結合されます。前回 Solarisをインストールしてから加
えられたローカルの変更内容は、できる限り残されます。

暗号化 認められたユーザー以外は情報を使用できないように、情報を判読不
可能にして保護する処理。暗号化は鍵と呼ばれるコードに基づいて行
われ、この鍵は情報の復号化に使用されます。「復号化」も参照して
ください。

一次ブートアーカイブ システムで Solaris OSをブートするために使用されるブートアーカイ
ブ。このブートアーカイブは、一次ブートアーカイブと呼ばれること
もあります。「ブートアーカイブ」を参照してください。

インストールサーバー インストール用に、Solaris DVDまたは CDのイメージをネットワー
ク上のほかのシステムに提供するサーバー (「メディアサーバー」と
も呼ばれる)。Solaris DVDまたは CDのイメージをサーバーのハード
ディスクにコピーすることによってインストールサーバーを作成でき
ます。

エンドユーザーシステム
サポート

コアシステムサポートソフトウェアグループのほかに、エンドユー
ザーに推奨するソフトウェアが収められているソフトウェアグルー
プ。これには共通デスクトップ環境 (CDE)や DeskSetソフトウェアが
含まれます。

開始スクリプト ユーザーが定義する Bourneシェルスクリプト。rulesファイル内で
指定され、Solarisソフトウェアがシステムにインストールされる前に
作業を実行します。このスクリプトは、カスタム JumpStartインス
トールでのみ使用できます。
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開発者システムサポート エンドユーザーシステムサポートソフトウェアグループのほかに、ソ
フトウェア開発用ライブラリ、インクルードファイル、マニュアル
ページ、およびプログラミングツールが収められているソフトウェア
グループ。

鍵 データの暗号化および復号化に使用されるコード。「暗号化」も参照
してください。

カスタム JumpStart ユーザーが定義するプロファイルに基づいて、Solarisソフトウェアを
システムに自動的にインストールする方法。ユーザーやシステムの種
類ごとに、カスタマイズされたプロファイルを作成できます。カスタ
ム JumpStartインストールは、ユーザーが作成する JumpStartインス
トールです。

カスタムプローブファイ
ル

rulesファイルと同じ JumpStartディレクトリに存在しなければなら
ないファイルで、次の 2つのタイプの関数を含む Bourneシェルスク
リプト。含む 2つのタイプは、プローブと比較です。プローブ関数
は、必要な情報を収集し、実際の作業を行なって、定義に対応した
SI_環境変数を設定します。プローブ関数は、プローブキーワードに
なります。比較関数は、対応するプローブ関数を呼び出してプローブ
関数の出力を比較し、キーワードが一致する場合は 0、キーワードが
一致しない場合は 1を返します。比較関数はルールキーワードになり
ます。「rulesファイル」も参照してください。

共有可能ファイルシステ
ム

/export/homeや /swapのようなユーザー定義のファイルシステ
ム。Solaris Live Upgradeの使用時に、アクティブブート環境と非ア
クティブブート環境によって共有されます。共有可能ファイルシステ
ムは、アクティブブート環境の vfstab内と非アクティブブート環境
の vfstab内に同じマウントポイントを持ちます。このため、アク
ティブブート環境内の共有ファイルを更新すると、非アクティブブー
ト環境のデータも更新されます。共有可能ファイルシステムはデ
フォルトで共有されますが、ユーザーが宛先スライスを指定すること
もできます。この場合、そのファイルシステムがコピーされます。

クライアント 通信用のクライアントサーバーモデルでは、計算機能や大容量のメモ
リーといったサーバーの資源にリモートアクセスするプロセスがクラ
イアントに相当します。

クラスタ パッケージ (ソフトウェアモジュール)を論理的に集めたもの。Solaris
ソフトウェアは複数の「ソフトウェアグループ」に分割され、それぞ
れが「クラスタ」と「パッケージ」から構成されています。

クリティカルファイルシ
ステム

Solaris OSが必要とするファイルシステム。Solaris Live Upgradeを使
用するとき、これらのファイルシステムは、アクティブブート環境と
非アクティブブート環境それぞれの vfstabでは独立したマウントポ
イントになります。root (/)、/usr、/var、/optなどがクリティカ
ルファイルシステムの例です。これらのファイルシステムは、必ず
ソースブート環境から非アクティブブート環境にコピーされます。
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クローンシステム Solarisフラッシュアーカイブを使用してインストールされたシステ
ム。クローンシステムは、マスターシステムと同一のインストール構
成になります。

限定ネットワークシステ
ムサポート

Solarisシステム (ネットワークサービスのサポートは一部のみ)をブー
トし、実行するために必要な最小限のコードを含むソフトウェアグ
ループ。限定ネットワークシステムサポートソフトウェアグループに
は、テキストベースのマルチユーザーコンソールと、システム管理
ユーティリティーが用意されています。このソフトウェアグループを
使用すると、システムでネットワークインタフェースを認識できます
が、ネットワークサービスがアクティブになることはありません。

コアシステムサポート システムで Solaris OSを起動して実行するのに必要な最小限のソフト
ウェアが収められているソフトウェアグループ。コアには共通デスク
トップ環境 (CDE)を実行するために必要ないくつかのネットワーク用
ソフトウェアとドライバが含まれます。CDEソフトウェアは、コアに
は含まれません。

公開鍵 公開鍵暗号方式で使用される暗号化鍵。

公開鍵暗号化 2つの鍵を使用する暗号方式。その 1つは、全員が知っている公開
鍵、もう 1つは、メッセージの受取人だけが知っている非公開鍵で
す。

更新 システムにインストールを実行して同じタイプのソフトウェアを変更
することまたはそのインストール自体。アップグレードとは異なり、
更新によりシステムがダウングレードされる場合があります。初期イ
ンストールとは異なり、更新を実行するには同じタイプのソフト
ウェアがあらかじめインストールされていなければなりません。

コマンド行 コマンドで始まる文字列。多くの場合、コマンドの後には引数 (オプ
ション、ファイル名、式などの文字列)が続き、行末 (EOL)文字で終
わります。

サーバー 資源を管理し、クライアントにサービスを提供するネットワークデバ
イス。

サブネット 経路指定を簡単にするため、1つの論理ネットワークを小さな物理
ネットワークに分割する方式。

サブネットマスク サブネットアドレス指定のため、インターネットアドレスからビット
を選択するために使用されるビットマスク。マスクは 32ビットです。
インターネットアドレスのネットワーク部分と、ローカル部分の 1個
以上のビットを選択します。

サブミラー 「RAID-0ボリューム」を参照してください。

差分アーカイブ 更新前のマスターイメージと更新されたマスターイメージの相違部分
のみを含む Solarisフラッシュアーカイブ。差分アーカイブには、ク
ローンシステムで保持、変更、または削除するファイルが含まれま
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す。差分更新により、指定されたファイルだけが更新されます。ま
た、差分更新を使用可能なシステムは、更新前のマスターイメージと
の整合性を保持するソフトウェアを含むシステムのみに限定されま
す。

時間帯 グリニッジ標準時間を基準に地球の表面を 24の地域に経度分割したも
の。

システム構成ファイル (system.conf) WANブートインストールで使用する sysidcfg
ファイルおよびカスタム JumpStartファイルの場所を指定するテキス
トファイル。

終了スクリプト ユーザーが定義する Bourneシェルスクリプト。rulesファイル内で
指定され、Solarisソフトウェアがシステムにインストールされてか
ら、システムがリブートされるまでの間に作業を実行します。このス
クリプトは、カスタム JumpStartインストールで使用します。

状態データベース Solarisボリュームマネージャー構成の状態に関する情報をディスクに
保存するデータベース。状態データベースは、複製された複数のデー
タベースコピーの集まりです。各コピーは「状態データベースの複
製」と呼ばれます。状態データベースは、既知の状態データベースの
複製の格納場所と状態をすべて記録しています。

状態データベースの複製 状態データベースのコピー。複製により、データベース内のデータの
有効性が保証されます。

初期インストール 現在実行中のソフトウェアを上書きするか、空のディスクを初期化す
るインストール。

Solaris OSの初期インストールでは、システムのディスク (1つまたは
複数)が Solaris OSの新しいバージョンで上書きされます。システム
上で Solaris OSが稼動していない場合は、初期インストールを行う必
要があります。アップグレード可能な Solaris OSがシステム上で稼働
している場合は、初期インストールを行うとディスクが上書きされ、
OSやローカルの変更内容は保存されません。

ジョブ コンピュータシステムで実行されるユーザー定義の処理。

スーパーユーザー システム上ですべての管理タスクを実行する特権を持つ、特殊なユー
ザー。スーパーユーザーは全ファイルの読み取り権とアクセス権、全
プログラムの実行権を持ち、任意のプロセスに終了シグナルを送るこ
とができます。

スタンドアロン ほかのマシンからのサポートを一切必要としないコンピュータ。

スライス ソフトウェアごとに分割される、ディスク領域の区分。

スワップ領域 再ロードが可能になるまでメモリー領域の内容を一時的に保持するス
ライスまたはファイル。/swapまたは swapファイルシステムとも呼
ばれます。

全体ディストリビュー
ション

Solaris 10のリリース全体が含まれているソフトウェアグループ。
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全体ディストリビュー
ションと OEMサポート

Solaris 10のリリース全体と、OEMのための追加ハードウェアサポー
トを含むソフトウェアグループ。Solarisを SPARC搭載サーバーシス
テムにインストールする場合は、このソフトウェアグループを推奨し
ます。

ゾーン 「非大域ゾーン」を参照してください。

ソフトウェアグループ Solarisソフトウェアの論理グループ (クラスタとパッケージ)。Solaris
のインストール時には、次のいずれかのソフトウェアグループをイン
ストールできます。コアシステムサポート、エンドユーザーシステム
サポート、開発者システムサポート、または全体ディストリビュー
ションです。また、SPARCシステムのみ、全体ディストリビュー
ションと OEMサポートもインストールできます。

大域ゾーン Solarisゾーンでは、大域ゾーンは、システムのデフォルトのゾーンで
あり、システム全体の管理に使用されるゾーンでもあります。非大域
ゾーンの構成、インストール、管理、およびアンインストールは、大
域ゾーンからのみ行うことができます。物理デバイス、ルーティン
グ、動的再構成 (DR)といったシステムインフラストラクチャーの管
理は、大域ゾーンでのみ行うことができます。大域ゾーンで実行され
るプロセスは、適切な権限が付与されていれば、ほかのゾーンに関連
付けられているオブジェクトにもアクセスできます。「Solarisゾー
ン」と「非大域ゾーン」も参照してください。

チェックサム 一連のデータ項目を合計した結果。一連のデータ項目を検査するため
に使用されます。データ項目は、数値でも、文字列でもよく、文字列
の場合はチェックサム計算時に数値として扱われます。チェックサム
の値から、2つのデバイス間の情報交換が正しく行われたかを確認で
きます。

ディスク (disc) 磁気ディスク (disk)に対する光学式ディスク。CD (コンパクトディス
ク)業界では共通の綴りを使用します。たとえば、CD-ROMや
DVD-ROMは光学式ディスクです。

ディスク (disk) 1枚以上の磁性体の円盤から成るメディアであり、ファイルなどの
データを格納する同心トラックとセクターで構成されます。「ディス
ク (disc)」も参照してください。

ディスク構成ファイル ディスクの構造 (たとえば、バイト/セクター、フラグ、スライス)を
表現するファイル。ディスク構成ファイルにより、単一システムから
pfinstallを使用して、サイズの異なるディスクのプロファイルを
テストできます。

ディスクレスクライアン
ト

ディスク記憶装置を持たないためサーバーに依存するクライアント。

デジタル証明書 移転や偽造の不可能なデジタルファイルで、通信する両者によって信
頼済みの第三者機関から発行されたもの。

電源管理システム 30分間アイドル状態が続くとシステムの状態を自動的に保存し、電源
を切断するソフトウェア。米国環境保護庁の省電力 (Energy Star)ガイ
ドライン第 2版に準拠したシステム (sun4u SPARCシステムなど)に
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Solarisソフトウェアをインストールすると、デフォルトで電源管理ソ
フトウェアがインストールされます。リブート後、電源管理ソフト
ウェアを有効にするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

Energy Starガイドラインでは、システムまたはモニターを使用してい
ない場合は、自動的に「休眠状態」(30ワット以下の消費)に入ること
が要求されます。

ドキュメントルート
ディレクトリ

Webサーバーにアクセスするユーザーに公開されるファイル、画像、
およびデータが格納されている、Webサーバーマシン上の階層のルー
ト。

ドメイン インターネットのネーミング階層の一部。ドメインは管理ファイルを
共有する、ローカルネットワーク上のシステムグループを表します。

ドメイン名 ローカルネットワーク上のシステムグループに割り当てられた名前で
あり、管理ファイルを共有します。ネットワーク情報サービス (NIS)
のデータベースが正常に動作するためにはドメイン名が必要です。ド
メイン名は、ピリオドで区切られた一連の構成要素名から構成されま
す (たとえば、tundra.mpk.ca.us)。ピリオドで区切られた各構成要
素名は右側に行くにしたがって、全体的な (リモートな)管理権限領域
を表します。

認証局 (CA) CAは、Certificate Authorityの略。デジタル署名および公開鍵と非公
開鍵のペアの作成に使用するデジタル証明書を発行する、公証された
第三者機関または企業。CAは、一意の証明書を付与された個人が当
該の人物であることを保証します。

ネームサーバー ネットワーク上のシステムに対してネームサービスを提供するサー
バー。

ネームサービス ネットワーク上の全システムに関する重要なシステム情報が収められ
ている分散型ネットワークデータベース。ネットワーク上のシステム
は、これを利用して相互通信を行います。ネームサービスを使用する
ことによって、ネットワーク全域にわたるシステム情報を保守、管
理、または取得できます。ネームサービスを使用しないと、各システ
ムはローカルの /etcファイルにシステム情報のコピーを保持しなけ
ればなりません。Sunは次のネームサービスをサポートしています。
LDAP、NIS、および NIS+です。

ネットワークインストー
ル

CD-ROMまたは DVD-ROMドライブがあるシステムからCD-ROMま
たは DVD-ROMドライブがないシステムにネットワークを介してソフ
トウェアをインストールする方法。ネットワークインストールを行う
には、「ネームサーバー」と「インストールサーバー」が必要です。

ネットワークに接続され
ていないシステム

ネットワークに接続されていない、またはほかのシステムに依存しな
いシステム。

378 Solaris 10インストールガイド (ネットワークインストール) • 2005年 12月



ネットワークに接続され
ているシステム

ハードウェアやソフトウェアを介して接続されているシステムのグ
ループ (ホスト)。通信や情報の共有が可能です。ローカルエリア
ネットワーク (LAN)とも呼ばれます。システムをネットワークに接続
するには、通常、1台以上のサーバーが必要です。

ハードリンク ディスク上のファイルを参照するディレクトリエントリ。複数のハー
ドリンクから同じ物理ファイルを参照することができます。

派生プロファイル カスタム JumpStartインストール時に、開始スクリプトによって動的
に作成されるプロファイル。

パッケージ モジュール形式でのインストールを可能にするソフトウェアの集ま
り。Solarisソフトウェアは複数の「ソフトウェアグループ」に分割さ
れ、それぞれが「クラスタ」と「パッケージ」から構成されていま
す。

ハッシュ 入力よりもかなり短い数値を生成する処理によって得られる数値。同
じ入力に対しては、常に同じ値が出力されます。ハッシュ関数は、
テーブル検索アルゴリズム、エラー検出、改ざん検出などに使用でき
ます。改ざん検出に使用する場合は、同じ結果を生成する別の入力を
見つけにくいようなハッシュ関数を選択します。1方向のハッシュ関
数の一例としては、MD5および SHA-1があります。たとえば、
メッセージダイジェストはディスクファイルなどの可変長入力を受け
取り、小さい値に変換します。

ハッシュ化 文字列を変換して、この元の文字列を表す値 (キー)を得る処理。

パッチアナライザ 手作業でも、Solarisインストールプログラム内でも実行できるスクリ
プト。パッチアナライザは、システムを解析し、Solaris Updateへの
アップグレードを行うことで削除されるパッチがどれであるかを判断
します。

パネル ウィンドウ、ダイアログボックス、アプレットの内容を編成するコン
テナ。パネルでは、ユーザーの入力をまとめて受け取り確認すること
ができます。ウィザードでパネルを使用することで、正しい順序で操
作を行い、目的の作業を完了することができます。

非公開鍵 公開鍵暗号方式で使用される復号化鍵。

非大域ゾーン Solarisオペレーティングシステムの 1つの実体内で作成される、仮想
化されたオペレーティングシステム環境。非大域ゾーンでは、システ
ムのほかの部分と相互に作用することなく、1つ以上のアプリケー
ションを実行できます。非大域ゾーンはゾーンとも呼ばれます。
「Solarisゾーン」と「大域ゾーン」も参照してください。

ファイルサーバー ネットワーク上のシステムに対して、ソフトウェアやファイルの記憶
領域を提供するサーバー。

ファイルシステム SunOS™オペレーティングシステムでは、ユーザーがアクセスできる
ファイルおよびディレクトリから成るツリー構造のネットワークのこ
と。
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ファンクションキー F1、F2、F3などの名前が付いた 10個以上のキーボードキー。これら
のキーにはそれぞれ特定の機能が割り当てられています。

ブート メモリーにシステムソフトウェアを読み込んで起動すること。

ブートアーカイブ x86のみ:ブートアーカイブは、Solaris OSのブートに使用されるクリ
ティカルなファイルの集まりです。これらのファイルは、ルート (/)
ファイルシステムがマウントされる前、システムの起動中に必要で
す。システムは、2つのブートアーカイブを維持管理しています。

� システムで Solaris OSをブートするために使用されるブートアーカ
イブ。このブートアーカイブは、一次ブートアーカイブと呼ばれる
こともあります。

� 一次ブートアーカイブが損傷を受けたとき、回復のために使用され
るブートアーカイブ。このブートアーカイブは、ルート (/)ファイ
ルシステムをマウントすることなくシステムを起動します。GRUB
メニューでは、このブートアーカイブはフェイルセーフと呼ばれま
す。アーカイブの重要な目的は一次ブートアーカイブを再生成する
ことであり、通常、一次ブートアーカイブがシステムのブートに使
用されます。

ブート環境 Solaris OSを操作する上で重要な必須ファイルシステム (ディスクスラ
イスおよびマウントポイント)の集まり。ディスクスライスは、同じ 1
つのディスク上に存在することも、分散された複数のディスク上に存
在することもあります。

アクティブなブート環境とは、現在ブートしている環境を指します。
単一のアクティブなブート環境からだけブートできます。アクティブ
でないブート環境とは、現在ブートしていないが、次回のリブート時
にアクティブ化できる状態にある環境のことを指します。

ブートサーバー 同じネットワークのサブネット上のクライアントシステムに、起動に
必要なプログラムと情報を提供するサーバーシステム。インストール
サーバーの存在するサブネットが、Solarisソフトウェアをインストー
ルする必要があるシステムと異なる場合、ネットワークを介してイン
ストールするにはブートサーバーが必要です。

ブートローダー x86のみ:ブートローダーは、システムの電源を入れた後に最初に実行
されるソフトウェアプログラムです。このプログラムがブートプロセ
スを開始します。

フェイルセーフブート
アーカイブ

x86のみ:一次ブートアーカイブが損傷を受けたとき、回復のために使
用されるブートアーカイブ。このブートアーカイブは、ルート (/)
ファイルシステムをマウントすることなくシステムを起動します。こ
のブートアーカイブは、GRUBメニューではフェイルセーフと呼ばれ
ます。アーカイブの重要な目的は一次ブートアーカイブを再生成する
ことであり、通常、一次ブートアーカイブがシステムのブートに使用
されます。「ブートアーカイブ」を参照してください。

フォーマット データを一定の構造にしたり、データを保存できるようにディスクを
セクターに分割したりすること。
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フォールバック 以前に動作していた環境に戻すこと。ブート環境のアクティブ化の処
理中や、ブート対象として指定されたブート環境に問題または望まし
くない動作が発生する場合にはフォールバックを行います。

復号化 符号化されたデータを平文に変換する処理。「暗号化」も参照してく
ださい。

プラットフォームグルー
プ

特定のソフトウェア用にベンダーが定義するハードウェアプラット
フォームのグループ。たとえば i86pcや sun4cなどです。

プラットフォーム名 uname -i コマンドによって出力される情報。たとえば Ultra 60 のプ
ラットフォーム名は、SUNW,Ultra-60です。

プローブキーワード インストールにカスタム JumpStartを使用する場合、システムに関す
る属性情報を抽出する構文要素。プローブキーワードでは、ルールに
必要な一致条件の設定およびプロファイルの実行は必要ありません。
「ルール」も参照してください。

プロファイル カスタム JumpStartを使用する場合に、Solarisソフトウェアのインス
トール方法を定義するテキストファイル。たとえば、プロファイルで
インストールするソフトウェアグループを定義します。各ルールは、
そのルールが一致したときにシステムがインストールされる方法を定
義してあるプロファイルを指定します。通常は、ルールごとに異なる
プロファイルを作成します。しかし、複数のルールで同じプロファイ
ルを使用することも可能です。「rulesファイル」も参照してくださ
い。

プロファイルサーバー すべての重要なカスタム JumpStartファイルを JumpStartディレクト
リに持つサーバー。

プロファイルフロッピー
ディスク

すべての重要なカスタム JumpStartファイルを、そのルートディレク
トリ (JumpStartディレクトリ)に持つフロッピーディスク。

ホスト名 システムがネットワーク上のほかのシステムから識別される名前。こ
の名前は、特定のドメイン (通常、これは 1つの組織内にあることを
意味する)内にある全システム間で固有でなければなりません。ホス
ト名は、文字、数字、マイナス符号 (-)を任意に組み合わせて作成で
きますが、先頭と末尾にマイナス符号は使用できません。

ボリューム システムで単一の論理デバイスとして扱われる、物理スライスやボ
リュームの集まり。アプリケーションやファイルシステムから見る
と、ボリュームは物理ディスクと同じように機能します。

一部のコマンド行ユーティリティーでは、ボリュームはメタデバイス
と呼ばれます。一般的な UNIX用語では、ボリュームは、擬似デバイ
スまたは仮想デバイスとも呼ばれます。

ボリュームマネージャー DVD-ROM、CD-ROM、およびフロッピーディスク上のデータへのア
クセスを管理および実行するための手段を提供するプログラム。
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マウント マウント要求を行うマシンのディスクまたはネットワーク上のリモー
トディスクから、ディレクトリにアクセスするプロセス。ファイルシ
ステムをマウントするには、ローカルシステム上のマウントポイント
と、マウントするファイルシステム名 (たとえば /usr)が必要です。

マウント解除 マシンに接続されたディスクまたはネットワーク上のリモートディス
ク上のディレクトリへのアクセスを解除するプロセス。

マウントポイント リモートマシン上に存在するファイルシステムのマウント先となる、
ワークステーション上のディレクトリ。

マスターシステム Solarisフラッシュアーカイブを作成するシステム。このシステム構成
がアーカイブに保存されます。

マニフェストセクション クローンシステムの検証に使用される Solarisフラッシュアーカイブの
セクション。マニフェストセクションには、クローンシステムに保
持、追加または削除されるシステム上のファイルが一覧表示されま
す。このセクションは、情報提供専用です。このセクションは、
ファイルを内部形式でリストするため、スクリプトの記述には使用で
きません。

ミニルート 起動可能な最小の Solarisルート (/)ファイルシステム。ミニルートに
は、カーネルと、Solaris環境をハードディスクにインストールするた
めに必要な最小限のソフトウェアが含まれます。ミニルートは、初期
インストールでマシンにコピーされるファイルシステムです。

ミラー 「RAID-1ボリューム」を参照してください。

メタデバイス 「ボリューム」を参照してください。

メディアサーバー 「インストールサーバー」を参照してください。

矢印キー 数値キーパッド上にある方向を示す 4つのキーの 1つ。

ユーティリティー コンピュータを購入すると通常無料で提供される、標準プログラム。

ルート 複数の項目から成る階層構造の最上位。ルートは、ほかのすべての項
目を子孫として持つ唯一の項目です。「ルートディレクトリ」また
は「ルート (/)ファイルシステム」を参照してください。

ルートディレクトリ ほかのすべてのディレクトリの元となる最上位ディレクトリ。

ルート (/)ファイルシス
テム

ほかのすべてのファイルシステムの元となる最上位ファイルシステ
ム。ルート (/)ファイルシステムはほかのすべてのファイルシステム
がマウントされる元となり、マウント解除されることはありません。
ルート (/)ファイルシステムには、カーネル、デバイスドライバ、シ
ステムの起動 (ブート)に使用されるプログラムなど、システムの稼働
に不可欠なディレクトリやファイルが含まれています。

ルール 1つ以上のシステム属性をプロファイルに割り当てる一連の値。ルー
ルは、カスタム JumpStartインストールで使用されます。
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連結 RAID-0ボリューム。複数のスライスが連結された方式では、利用可
能な最初のスライスがいっぱいになるまでそのスライスにデータが書
き込まれます。そのスライスがいっぱいになると次のスライスに連続
してデータが書き込まれます。ミラーに含まれている場合を除き、連
結にはデータの冗長性はありません。「RAID-0ボリューム」も参照
してください。

ロケール 同一の言語、風俗、慣習、文化などを共有する地理上または政治上の
地域圏 (コミュニティー)。たとえば、米国英語のロケールは en_US、
英国英語のロケールは en_UKです。

論理デバイス システムで単一のデバイスとして扱われる、1つまたは複数のディス
ク上にある物理スライスの集まり。論理デバイスは、Solarisボリュー
ムマネージャーではボリュームと呼ばれます。アプリケーションや
ファイルシステムから見ると、ボリュームは物理ディスクと同じよう
に機能します。
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作業の概要, 29
ディスク容量の推奨事項, 39-43
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CDメディアを使用して作成、例, 186
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バーの, 173, 181

DVDメディアを使用したインストールサー
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