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このドキュメントは、Oracle Solaris 11.3 オペレーティングシステムをインストールすること、お
よびインストール済みのシステムを更新することについてのクイックスタートガイドです。

実行する操作

次のインストール方法が使用可能です。

■ 「単純なインストール」 – Oracle Solaris 11.3 オペレーティングシステムの単純な対話式イン
ストールを実行します。

■ 「自動インストール」 - ネットワーク上の自動インストールサーバーを使用して、1 つ以上
のシステムへの Oracle Solaris 11.3 オペレーティングシステムの「ハンズフリー」自動インス
トールを実行します。

■ 「ソフトウェアの追加または更新」 – 既存の Oracle Solaris 11.3 システムに新しいソフトウェ
アを追加するか、またはそのシステム内のインストール済みソフトウェアを更新します。

■ 「追加情報」 – インストール関連の追加のトピックに関する詳細を表示します。

単純なインストール

インストールを実行する準備ができたら、GUI インストーラまたはテキストインストーラのどち
らかを使用できます。どちらのインストーラも、事前設定された単純な対話型インストールツー
ルです。

■ SPARC システムをインストールしている場合は、『Oracle Solaris 11.3 システムのインストー
ル』 の 第 4 章, 「テキストインストーラの使用」を参照してください。

■ x86 システムをインストールしている場合:
■ GUI インストーラについては、『Oracle Solaris 11.3 システムのインストール』 の 第 3 章,

「Live Media の使用」を参照してください。
■ テキストインストーラについては、『Oracle Solaris 11.3 システムのインストール』 の 第 4

章, 「テキストインストーラの使用」を参照してください。
■ 非標準のハードウェア上にインストールしている場合や、追加のドライバが必要な場合

は、『Oracle Solaris 11.3 システムのインストール』 の 第 2 章, 「インストールの準備」を参
照してください。

■ これらのオプションの詳細は、『Oracle Solaris 11.3 システムのインストール』 の 第 1 章,
「インストールオプションの概要」を参照してください。

自動インストール

Automated Installer ツールを使用すると、ネットワーク上の自動インストールサーバーを使用し
て、1 つ以上のシステムへの Oracle Solaris 11.3 オペレーティングシステムの「ハンズフリー」自
動インストールを実行できます。

■ Automated Installer の詳細は、『Oracle Solaris 11.3 システムのインストール』 の 「自動インス
トールとは」を参照してください。

■ Automated Installer がすでに設定されている場合は、『Oracle Solaris 11.3 システムのインス
トール』 の 「インストールサービスの作成」を参照してください。

■ 自動インストールサーバーを設定する必要がある場合は、『Oracle Solaris 11.3 システムのイ
ンストール』 の 「AI サーバーの構成」を参照してください。
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ソフトウェアの追加または更新

Oracle Solaris 11.3 ソフトウェアは、Image Packaging System (IPS) パッケージとして配布されま
す。

■ IPS の概要については、『Oracle Solaris 11.3 ソフトウェアの追加と更新』 の 第 1 章, 「Image
Packaging System の概要」を参照してください。

■ オペレーティングシステムを更新するには、『Oracle Solaris 11.3 への更新』を参照してくだ
さい。

■ ソフトウェアパッケージを更新するには、『Oracle Solaris 11.3 ソフトウェアの追加と更新』
の 「パッケージのインストールおよび更新」を参照してください。

追加情報

次の関連リソースによって詳細情報が提供されます。

■ 『Oracle Solaris 11.3 システムのインストール』 の 第 1 章, 「インストールオプションの概
要」

■ 『Oracle Solaris 11.3 システムのインストール』 の パート 2, 「インストールメディアを使用し
たインストール,」

■ 『Oracle Solaris 11.3 システムのインストール』 の 「自動インストールとは」
■ 『Oracle Solaris 11.3 ソフトウェアの追加と更新』
■ 『Oracle Solaris 11.3 ブート環境の作成と管理』
■ 『Oracle Solaris 11.3 カスタムインストールイメージの作成』
■ 『Oracle Solaris 11.3 でのシステム復旧とクローン』
■ 『Oracle Solaris 10 JumpStart から Oracle Solaris 11.3 自動インストーラへの移行』
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法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。
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ます。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責
任を負いかねます。
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このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがありま
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ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照し
てください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。
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