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重要なお知らせ
・本書の内容の一部、または全部を無断で転載、複写することは固くお断りします。
・本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、
　お気付きのことがありましたらお買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
・本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承
　ください。

登録商標・商標について
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Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
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その他、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。

版権について
このマニュアルの内容はすべて著作権に保護されています。このマニュアルの内容の一部または
全部を、無断で転載することは禁じられています。

Copyright© Hitachi, Ltd. 2010, 2013All rights reserved.

はじめに
本書は、一般的なVirtage OSインストールの簡易手順を示した設定例となります。
お客様の環境により表示内容や一部の手順が異なる場合があることをご承知おきください。
OSインストールの前に以下のガイドを参照し、注意事項および制限事項を必ず確認してください。

・BladeSymphony BS2000 ユーザーズガイド
・BladeSymphony BS2000 ソフトウェアガイド
・Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7 (x86)ご使用の手引き
・Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7 (AMD/Intel 64) ご使用の手引き
・Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4 (32bit x86/64bit x86_64共通) ご使用の手引き

また、本書で記載している時間はおおよその目安です。環境により時間が変わる場合があります。
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Red Hat Enterprise Linux について
　　　サポートしているRed Hat Enterprise Linux をインストールするマニュアル（手順）については

　　　以下のガイドを参照してください。

BS2000 対象マニュアルマトリクス　(Red Hat Enterprise Linux 編)

　Virtage OSインストール手順書(リカバリCDまたはセットアップCDをお持ちの方)
Red Hat Enterprise Linux

5.3 5.4 5.6 5.7 6.1 6.2 6.4

E55A1 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

E55A2 ― ◎ ○ ○ ○ ○ ○

E55R3/E55S3 ― ― ― ○ ― ○ ○

E57A1/E57E1 ― ◎ ○ ○ ○ ○ ○

E57A2/E57E2 ― ― ○ ○ ○ ○ ○

◎：サポート(推奨)　○：サポート　―：非サポート

　BS2000ソフトウェアガイド
Red Hat Enterprise Linux

5.3 5.4 5.6 5.7 6.1 6.2 6.4

E55A1 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

E55A2 ― ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

E55R3/E55S3 ― ― ― ◎ ― ◎ ○

E57A1/E57E1 ― ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

E57A2/E57E2 ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ○

◎：サポート(推奨)　○：サポート　―：非サポート

　Hitachi Server Navigator OSセットアップガイド(「Hitachi Server Navigator V2.1」をお持ちの方)
Red Hat Enterprise Linux

5.3 5.4 5.6 5.7 6.1 6.2 6.4

E55R3/E55S3 ― ― ― ― ― ― ◎

E57A2/E57E2 ― ― ― ― ― ― ◎

◎：サポート(推奨)　○：サポート　―：非サポート

※「Hitachi Server Navigator」はOSのインストールを簡単に行うためのツールです。
　　詳細は、弊社担当営業までお問い合わせください。

※最新のマニュアルはBladeSymphonyホームページに公開されています。
　　常に最新のマニュアルをお使いください。

BladeSymphony ホームページ
http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

機種

機種

機種
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インストール所要時間

１．５　Red Hat Enterprise Linux のインストール
　　１．５．４　Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4 インストール

100分

合計時間 135分

１．２　HVMの起動 10分
１．３　HVMの設定 10分
１．４　LPARの構築
　（１．４．１ or １．４．２ or １．４．３ or １．４．４の内の1つを選択） 10分

■　セットアップCDとドライバ&ユーティリティCDを使用したインストール手順(RHEL6)

所要時間
１．１　準備 5分

１．５　Red Hat Enterprise Linux のインストール
　１．５．３　標準サーバブレード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat
Enterprise Linux 5.7　インストール

110分

合計時間 145分

１．２　HVMの起動 10分
１．３　HVMの設定 10分
１．４　LPARの構築
　（１．４．１ or １．４．４の内の1つを選択）

10分

■　Red Hat Enterprise Linux 5.7
　　標準サーバブレード E55R3/E55S3 の場合のインストール手順

所要時間
１．１　準備 5分

１．５　Red Hat Enterprise Linux のインストール
　　１．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7のインストー
ル

90分

合計時間 125分

１．２　HVMの起動 10分
１．３　HVMの設定 10分
１．４　LPARの構築
　（１．４．１ or １．４．２ or １．４．３ or １．４．４の内の1つを選択） 10分

１．　Red Hat Enterprise Linux インストール手順

所要時間
１．１　準備 5分

■　リカバリCDとドライバCDまたはドライバ＆ユーティリティCDを使用した
     インストール手順(RHEL5)

■　Red Hat Enterprise Linux 5.3
　　8Gbps Fibre Channel アダプタを使用する場合のインストール手順

所要時間
１．１　準備 5分

１．５　Red Hat Enterprise Linux のインストール
　１．５．２　8Gbps Fibre Channel アダプタを使用してRed Hat
Enterprise  Linux 5.3　インストール

110分

合計時間 145分

１．２　HVMの起動 10分
１．３　HVMの設定 10分
１．４　LPARの構築
　（１．４．１ or １．４．２ or １．４．３ or １．４．４の内の1つを選択）

10分
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１．５　Red Hat Enterprise Linux のインストール
　１．５．５　標準サーバブレード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat
Enterprise Linux 6.2/6.4　インストール

120分

合計時間 155分

１．２　HVMの起動 10分
１．３　HVMの設定 10分
１．４　LPARの構築
　（１．４．１ or １．４．４の内の1つを選択）

10分

■　Red Hat Enterprise Linux 6.2/6.4
　　標準サーバブレード E55R3/E55S3 の場合のインストール手順

所要時間
１．１　準備 5分
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１．　Red Hat Enterprise Linux 
　　　インストール手順
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　１．１　準備
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

事前準備
1

■事前に準備するものについて
・以下のものを準備します。
 ・CD/DVDドライブ または USB DVDドライブ
 ・リカバリCD or セットアップCD ※1
 ･ドライバCD or ドライバ&ユーティリティCD ※1
 ・インストールCD/DVD
 ・Hitachi Gigabit Fibre Channel Adapter
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Drivers CD ※2
※1 本書では、リカバリCD もしくは セットアップ
CD、ドライバCD もしくは ドライバ&ユーティリ
ティCDは以下のバージョンを前提にしていま
す。
また、お客様の環境もしくは、ご使用されている
CDによって動作が若干異なる場合があります。

RHEL5.3：05-32以降
RHEL5.4：05-42以降
RHEL5.6：05-60以降
RHEL5.7：05-70以降
RHEL6.1：06-10以降
RHEL6.2：06-20以降
RHEL6.4：06-40以降

また、インストールするOSに対応したドライバ
CDなどを持っていない場合はファイルをWebか
らダウンロードしてください。

※2　RHEL_5.3で8Gbps Fibre Channel アダプタ
を使用する際にご用意ください。Hitachi Gigabit
Fibre Channel Adapter Drivers CDは
Version03-00以降をご使用ください。

□

2

■ Tera Termの設定
・KEYBOARD.CNFを開きます。

□

3

・以下の設定になっていることを確認します。

Insert=338
Find=327
Prev=329
Remove=339
Select=335 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

7

・左記の設定となっていることを確認します。

□

5

・KEYBOARD.CNFを選択します。

□

6

・「設定(S)」-「端末(T)」をクリックします。

□

4

・「設定(S)」-「キーマップ読み込み(L)」をクリック
します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

11

・左記の設定となっていることを確認します。

□

１．２　HVMの起動に進みます。

9

・左記の設定となっていることを確認します。

□

10

・「設定(S)」-「シリアルポート(E)」をクリックしま
す。

□

8

・「設定(S)」-「キーボード(K)」をクリックします。

□
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　１．２　HVMの起動
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

3

■EFIの設定
・「EFI設定」タブをクリックします。
・以下の設定になっていることを確認します。

※PCIe Error Isolation を使用する場合は、以下
のバージョンを使用してください。
　標準サーバブレード
   ・E55A1、E55A2の場合
　　　　EFI:03-43/04-43 以降
　　　　BMC:03-78 以降
   ・E55R3、E55S3の場合
　　　　EFI:09-01 以降
　　　　BMC:05-01 以降

　高性能サーバブレード
   ・E57A1、E57E1の場合
　　　　EFI:03-17/04-17 以降
　　　　BMC:04-33 以降
   ・E57A2、E57E2の場合
　　　　EFI:07-12 以降
　　　　BMC:04-33 以降

・「設定変更」ボタンをクリックします。

□

1 事前確認 □

■動作条件確認
・リモートコンソールアプリケーション(Reclient)を
使用する場合
リモートコンソールアプリケーション(Reclient)の
使用方法について、「BS2000用 リモートコン
ソールアプリケーションユーザーズガイド」を参
照してください。

・リモートコンソールアプリケーション(Javaアプリ
ケーション)を使用する場合
動作条件があります。動作条件を満たしている
かご確認ください。
「BS2000ユーザーズガイド」-「装置の接続と電
源投入」-「システム装置の接続」-「リモートコン
ソールの接続」、「リモートコンソールアプリケー
ション(Javaアプリケーション)」を参照してくださ
い。

※以降の手順は、例としてリモートコンソールア
プリケーション(Javaアプリケーション)を記載しま
す。

2

■サーバブレード Webコンソールにログイン
・「ユーザ名」、「パスワード」を入力します。
・「ログイン」をクリックします。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

コンソールの切替：リモートコンソール
7

※事前にBMCのIPアドレスを調べてください。
BMCのIPアドレスは、SVPコンソールで「LC」コ
マンドを実行した結果から確認できます。

□

5

■HVMの設定
・「HVM設定」タブをクリックします。
・「HVMモード」を選択します。
・起動する面番号を選択します。
・「設定変更」ボタンをクリックします。

□

6

・「確認」ボタンをクリックします。

□

4

・「確認」ボタンをクリックします。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

11

・「実行」をクリックします。

※左記画面が出力されない場合があります。こ
の場合は手順12に進んでください。

□

9

・「はい」をクリックします。

※左記画面が出力されない場合があります。こ
の場合は手順10に進んでください。

□

10

・「実行」をクリックします。

※左記画面が出力されない場合があります。こ
の場合は手順11に進んでください。

□

8

■リモートコンソールに接続
・「リモートコンソール起動」ボタンをクリックしま
す。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

15

・リモートコンソールで左記画面が出力した時
に、｢DEL｣キーもしくは「F2」キーを押します。

□

13

■電源の投入
・サーバブレード Webコンソールの「電源および
LED」タブをクリックします。
・「電源ON」ボタンをクリックします。

□

14

・「確認」ボタンをクリックします。

□

12

・「ユーザID」、「パスワード」を入力します。
・「接続」をクリックします。

□

14



No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

１．３　HVMの設定に進みます。

16

・「Chipset」タブを選択します。
・「North Bridge」-「Tylersburg IOH
Configuration」-「Intel® VT for Directed I/O
Configuration」-「Intel® VT-d」の設定値
「Enabled」を選択します。

□

17

・「Save & Exit」タブを選択します。
・「Save Changes and Exit」を選択します。
・「Yes」を選択します。

□
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　１．３　HVMの設定
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

HVMコンソールの接続

3

■HVMの設定
・「Alt」 + 「t」を入力します。

※Bladeの電源をONにしてから、約7分で
System Configurationが表示されます。また、
「Initializing HVM」の表示が消えるまで、約3分
かかります。

□

4

・「HVM IP Address」を選択します。
・「HVM IP Address」を入力します。

□

1

※事前にBMCのIPアドレスを調べてください。
BMCのIPアドレスは、SVPコンソールで「LC」コ
マンドを実行した結果から確認できます。

□

2

■Tera Termへの接続
・Tera Termを起動しBMCのIPアドレスを入力し
ます。
・Telnet接続を選択します。
・「OK」をクリックします。
・ユーザID、パスワードを入力します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

7

・「VNIC System No」を選択します。
・「VNIC System No」を入力します。

□

8

■システム構成情報の更新
・「F10」キーを押します。
・「Yes」を選択します。

□

5

・「Subnet Mask」を選択します。
・「Subnet Mask」を入力します。

□

6

・「Default Gateway」を選択します。
・「Default Gateway」を入力します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

１．４　LPARの構築に進みます。
　JP1/SC/BSMを使用する場合　１．４．１　LPARの構築(JP1/SC/BSMを使用する場合)　に進みます。
　HVM_Ver(58-22)以前、(78-22)以前を使用する場合　１．４．２　LPARの構築(HVM_Ver(58-22)以前、(78-22)以前を使用する
場合)　に進みます。
　HVM_Ver(58-40-58-84)(78-40-78-84)を使用する場合　１．４．３　LPARの構築(HVM_Ver(58-40-58-84)(78-40-78-84)を使
用する場合)　に進みます。
　HVM_Ver(59-00)以降、(79-00)以降を使用する場合　１．４．４　LPARの構築(HVM_Ver(59-00)以降、(79-00)以降を使用する
場合)　に進みます。

□

9

※「Config Changing」が消えるまで、約3分かか
ります。

□

10

※システム構成情報が更新されます。

□

11

■TimeZoneの設定
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「Date and Time」を選択します。

□

12

・「F7」(Change System Time Zone) を押します。
・矢印キー (「↑」、「↓」、「 ← 」、「 → 」)を押し、
システムタイムゾーンを＋9：00にします。
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　１．４　LPARの構築
　１．４．１　LPARの構築(JP1/SC/BSMを使用する場合)
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

・「次へ(N)」をクリックします。

・LPAR識別子を選択します。
・「次へ(N)」をクリックします。

3 □

1

※バージョンによって設定される項目が異なる
場合があります。

■LPARの作成
・HVM構成管理でLPARを作成するHVM IDをク
リックします。
・マウスで右クリックし「LPAR作成(R)」をクリック
します。

□

2 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
■メモリサイズの設定
・任意のメモリサイズを選択します。
・「次へ(N)」をクリックします。

■プロセッサ数の設定
・占有プロセッサが「0」であることを確認します。

・共有プロセッサで、任意のプロセッサ数を選択
します。
・「次へ(N)」をクリックします。

6 □

4 □

5 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
■PCIデバイスの割り当て
・「0」を選択します。
・「割り当て状態」を選択します。
・「変更」をクリックします。
・「次へ(N)」をクリックします。

■共有FCポートの設定
・任意のポートを選択します。
・任意のIDを選択します。
・「変更」をクリックします。
・「次へ(N)」をクリックします。

■共有NICの設定
・任意のVNIC Numberを選択します。
・任意の割り当て先を選択します。
・「変更」をクリックします。
・「次へ(N)」をクリックします。

8 □

9 □

7 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
・「完了」をクリックします。

・「OK」をクリックします。

・LPARが作成されます。

10 □

11 □

12 □

22



No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
■構成定義の保存
・「HVMに設定保存(S)」をクリックします。

・「はい(Y)」をクリックします。

■LPARの起動
・「LPARのActivate(O)」をクリックします。

14 □

15 □

13 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
・「はい(Y)」をクリックします。

標準サーバブレード E55R3/E55S3 へRed Hat Enterprise Linux 6.2/6.4をインストールする場合は　１．５．５　標準サーバブ
レード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 6.2/6.4　インストールに進みます。

16 □

標準サーバブレード E55R3/E55S3 へRed Hat Enterprise Linux 5.7をインストールする場合は　１．５．３　標準サーバブレード
E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 5.7　インストールに進みます。
Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4をインストールする場合は　１．５．４　Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4 インストール
に進みます。

１．５　Red Hat Enterprise Linux のインストール
Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7をインストールする場合は　１．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7 イン
ストールに進みます。

8Gbps Fibre Channel アダプタを使用してRed Hat Enterprise Linux 5.3をインストールする場合は　１．５．２　8Gbps Fibre
Channel アダプタを使用してRed Hat Enterprise Linux 5.3 インストールに進みます。
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　１．４．２　LPARの構築(HVM_Ver(58-22)以前(78-22)以前を使用する場合)
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

3

■LPAR名称の設定
・「Name」列を選択します。
・「LPAR名称」を入力します。

※ここでは例として「LPAR1」と入力します。

□

4

■プロセッサ数の設定
・「Shr」列を選択します。
・任意のプロセッサ数を入力します。

□

1

※バージョンによって設定される項目が異なる
場合があります。

■LPARの作成
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「Logical Partition Configuration」を選択しま
す。 □

2

・「F6」キーを押します。
・作成するLPAR番号を選択します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

7

・「Virtual NIC number」の「*」を選択します。

□

8

・任意の割り当て先を選択します。

□

5

■メモリサイズの設定
・「Mem」列を選択します。
・任意のメモリサイズを選択します。

□

6

■共有NICの設定
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「VNIC Assignment」を選択します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

11

・「Shared FC」の「*」を選択します。

□

12

・任意の割り当て先を選択します。

□

9

※共有NICが設定されます。

□

10

■共有FCポートの設定
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「Shared FC Assignment」を選択します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

15

※HVM構成情報が保存されます。

□

16

・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「Logical Partition Configuration」を選択しま
す。

□

13

※共有FCポートが設定されます。

□

14

■HVM構成情報の保存
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「F9」キーを押し、HVM構成情報を保存しま
す。

※HVM構成情報が保存されるまで、約3分かか
ります。 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

１．５　Red Hat Enterprise Linux のインストール
Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7のインストールする場合は　１．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7 イン
ストールに進みます。
8Gbps Fibre Channel アダプタを使用してRed Hat Enterprise Linux 5.3 インストールする場合は　１．５．２　8Gbps Fibre
Channel アダプタを使用してRed Hat Enterprise Linux 5.3 インストールに進みます。

標準サーバブレード E55R3/E55S3 へRed Hat Enterprise Linux 6.2/6.4をインストールする場合は　１．５．５　標準サーバブ
レード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 6.2/6.4　インストールに進みます。

17

■LPARの起動
・「F3」キーを押し、作成したLPARをActします。

□

18

・「Continue」を選択します。

□

標準サーバブレード E55R3/E55S3 へRed Hat Enterprise Linux 5.7をインストールする場合は　１．５．３　標準サーバブレード
E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 5.7　インストールに進みます。
Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4をインストールする場合は　１．５．４　Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4 インストール
に進みます。
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　１．４．３　LPARの構築(HVM_Ver(58-40-58-84)(78-40-78-84)を使用する場合)
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

3

■LPAR名称の設定
・「Name」列を選択します。
・「LPAR名称」を入力します。

※ここでは例として「LPAR1」と入力します。

□

4

■スケジューリングモードの設定
・「Scd」列を選択します。
・任意のスケジューリングモードを選択します。

□

1

※バージョンによって設定される項目が異なる
場合があります。

■LPARの作成
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「Logical Partition Configuration」を選択しま
す。 □

2

・「F6」キーを押します。
・作成するLPAR番号を選択します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

7

■共有NICの設定
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「VNIC Assignment」を選択します。

□

8

・「Virtual NIC number」の「*」を選択します。

□

5

■プロセッサ数の設定
・「Pro」列を選択します。
・任意のプロセッサ数を選択します。

□

6

■メモリサイズの設定
・「Mem」列を選択します。
・任意のメモリサイズを選択します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

11

■共有FCポートの設定
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「Shared FC Assignment」を選択します。

□

12

・「Shared FC」の「*」を選択します。

□

9

・任意の割り当て先を選択します。

□

10

※共有NICが設定されます。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

15

■HVM構成情報の保存
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「F9」キーを押し、HVM構成情報を保存しま
す。

※HVM構成情報が保存されるまで、約3分かか
ります。 □

16

※HVM構成情報が保存されます。

□

13

・任意の割り当て先を選択します。

□

14

※共有FCポートが設定されます。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

標準サーバブレード E55R3/E55S3 へRed Hat Enterprise Linux 6.2/6.4をインストールする場合は　１．５．５　標準サーバブ
レード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 6.2/6.4　インストールに進みます。

19

・「Continue」を選択します。

□

１．５　Red Hat Enterprise Linux のインストール
Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7のインストールする場合は　１．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7 イン
ストールに進みます。
8Gbps Fibre Channel アダプタを使用してRed Hat Enterprise Linux 5.3 インストールする場合は　１．５．２　8Gbps Fibre
Channel アダプタを使用してRed Hat Enterprise Linux 5.3 インストールに進みます。
標準サーバブレード E55R3/E55S3 へRed Hat Enterprise Linux 5.7をインストールする場合は　１．５．３　標準サーバブレード
E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 5.7　インストールに進みます。
Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4をインストールする場合は　１．５．４　Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4 インストール
に進みます。

17

・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「Logical Partition Configuration」を選択しま
す。

□

18

■LPARの起動
・「F3」キーを押し、作成したLPARをActします。

□
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　１．４．４　LPARの構築(HVM_Ver(59-00)以降(79-00)以降を使用する場合)
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

3

■LPAR名称の設定
・「Name」列を選択します。
・「LPAR名称」を入力します。

※ここでは例として「LPAR1」と入力します。

□

4

■スケジューリングモードの設定
・「Scd」列を選択します。
・任意のスケジューリングモードを選択します。

□

1

※バージョンによって設定される項目が異なる
場合があります。

■LPARの作成
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「Logical Partition Configuration」を選択しま
す。 □

2

・「F6」キーを押します。
・作成するLPAR番号を選択します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

7

■共有NICの設定
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「VNIC Assignment」を選択します。

□

8

・作成したLPARの「NIC1」を選択します。

※OSごとにサポートされているVNICは異なりま
す。サポート詳細情報については、「BS2000
ユーザーズガイド」-「HVMについて」に記載され
ている「ゲストOS ごとのVNIC Device Type サ
ポート一覧」をご確認ください。

□

5

■プロセッサ数の設定
・「Pro」列を選択します。
・任意のプロセッサ数を選択します。

□

6

■メモリサイズの設定
・「Mem」列を選択します。
・任意のメモリサイズを選択します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

12

※共有NICが設定されます。

□

11

・任意の割り当て先を選択します。

□

9

・「VNIC Device Type Setting」で任意のNICを選
択します。

※左記画面では、例として「NIC2」を選択する場
合を示しています。

□

10

・「Virtual NIC number」の「*」を選択します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

15

・任意の割り当て先を選択します。

□

16

※共有FCポートが設定されます。

□

13

■共有FCポートの設定
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「Shared FC Assignment」を選択します。

□

14

・「Shared FC」の「*」を選択します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

19

・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「Logical Partition Configuration」を選択しま
す。

□

20

■LPARの起動
・「F3」キーを押し、作成したLPARをActします。

□

17

■HVM構成情報の保存
・「Esc」キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・「F9」キーを押し、HVM構成情報を保存しま
す。

※HVM構成情報が保存されるまで、約3分かか
ります。 □

18

※HVM構成情報が保存されます。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

標準サーバブレード E55R3/E55S3 へRed Hat Enterprise Linux 6.2/6.4をインストールする場合は　１．５．５　標準サーバブ
レード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 6.2/6.4　インストールに進みます。

21

・「Continue」を選択します。

□

１．５　Red Hat Enterprise Linux のインストール
Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7のインストールする場合は　１．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7 イン
ストールに進みます。
8Gbps Fibre Channel アダプタを使用してRed Hat Enterprise Linux 5.3 インストールする場合は　１．５．２　8Gbps Fibre
Channel アダプタを使用してRed Hat Enterprise Linux 5.3 インストールに進みます。
標準サーバブレード E55R3/E55S3 へRed Hat Enterprise Linux 5.7をインストールする場合は　１．５．３　標準サーバブレード
E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 5.7　インストールに進みます。
Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4をインストールする場合は　１．５．４　Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4 インストール
に進みます。
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　１．５　Red Hat Enterprise Linux のインストール
　１．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7インストール
No. 操作 ﾁｪｯｸ

・BMCのIPアドレスを入力します。
・ユーザID、パスワードを入力します。
・「接続」をクリックします。

※リモートコンソールが既に起動している場合
は、手順3に進んでください。

画面

1 コンソールの切替：リモートコンソール

■リモートコンソールに接続
・リモートコンソールを起動します。

□

※リモートコンソールが既に起動している場合
は、手順3に進んでください。

※事前にBMCのIPアドレスを調べてください。
BMCのIPアドレスは、SVPコンソールで「LC」コマンド
を実行した結果から確認できます。

2 □
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
項目3はCase1-3の内1つを満たせばよい

Case1【フロント USBを使用する場合】

Case2【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「Alt」+「G」キーを押します。
・「CD/DVD操作」-「CD/DVD選択」を選択します。

・「リモート開始」を実行します。
・コンソール端末のCD/DVDドライブに「リカバリ
CD」を入れます。

Case3【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】
・「Alt」+「G」キーを押します。
・「CD/DVD操作」-「CD/DVD選択」を選択します。

・「リモート開始」を実行します。

※イメージファイルの作成方法は、「BS2000 リモート
コンソールアプリケーション ユーザーズガイド」を参
照してください。

3

3-1 □

・フロント USBにDVDドライブを挿し、「リカバリCD」を
入れます。

※DVDドライブの灰色のプラグをサーバブレードに
挿してください。

3-2 □

・ドライブ/イメージ選択でCD/DVDドライブを選択し
ます。
・「OK」をクリックします。

3-3 □

・ドライブ/イメージ選択でイメージファイルを選択し
ます。
・「参照」を押し、「リカバリCD(ISOイメージ)」を選択し
ます。
・「OK」をクリックします。
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
■共有FCの設定
・「Continue」を選択します。

・「drivers」を入力します。

・「drvcfg 「ドライバハンドル」」を入力します。

4 □

5 □

6 □

7

・「drvcfg -s 「ドライバハンドル」 「コントローラハンド
ル」」を入力します。

□

ドライバハンドル 

ドライバハンドル 

コントローラハンドル 
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面

・「reconnect -r」を入力します。

8 □

9 □

・「select」を入力します。
・左記のように入力します。
・「exit」を入力します。

※設定を行ってもで「Boot Device List」項目内に
WWPNが設定されない場合は、StorageNavigator
の設定を確認してください。
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「map -r」を入力します。
・FCデバイスが認識されていることを確認します。
・「exit」を入力します。

■ブートオーダの設定
・「Boot Maintenance Manager」を選択します。

・「Boot Options」を選択します。

・「Add Boot Option」を選択します。

13 □

10 □

11 □

12 □
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「FC STORAGE DEVICE」を選択します。

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

・「Boot Options」を選択します。

17 □

14 □

15 □

16 □

・「Input the description」を選択します。
・ブートデバイス名を入力します。

※左記記載は例として、「Linux」と入力していま
す。

46



No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「Add Boot Option」を選択します。

・「USB STORAGE DEVICE」を選択します。

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

21 □

18 □

19 □

20 □

・「Input the description」を選択します。
・ブートデバイス名を入力します。

※左記記載は例として、「CD-ROM」と入力してい
ます。
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「Boot Options」を選択します。

・「Change Boot Order」を選択します。

・「Enter」キーを押します。

22 □

23 □

24 □

25 □

・「Shift」+「+」または「-」キーにより、ブートの順番
を以下のとおりに変更します。

CD-ROM
Linux
EFI Internal Shell
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「Commit Changes and Exit」を選択します。

・「Esc」キーを押します。

・「Continue」を選択します。

■OSのインストール
・左記の画面が表示されます。
・「F10」キーを押します。

26 □

27 □

28 □

29 □
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「3」を入力します。
・「Enter」キーを押します。

【フロント USBを使用する場合】
・「ドライバCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「ドライバCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

・「OK」を押します。

【フロント USBを使用する場合】
・「リカバリCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「リカバリCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】
・「Alt」+「G」キーを押します。

・「No」を押します。

31

・左記の画面が表示されるまで、約2分かかりま
す。
・「Yes」を押します。

□

32 □

33 □
・「CD/DVD操作」-「CD/DVD選択」を選択します。
・「参照」を押し、「リカバリCD(ISOイメージ)」を選択し
ます。
・「OK」を押します。
・「リモート開始」を実行します。

・「Alt」+「G」キーを押します。
・「CD/DVD操作」-「CD/DVD選択」を選択します。
・「参照」を押し、「ドライバCD(ISOイメージ)」を選択し
ます。
・「OK」を押します。
・「リモート開始」を実行します。

30 □
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 1」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 1」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】
・「Alt」+「G」キーを押します。

・「OK」を押します。

【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 2」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 2」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】
・「Alt」+「G」キーを押します。

・「OK」を押します。

【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 3」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 3」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】
・「Alt」+「G」キーを押します。

・「OK」を押します。

【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 4」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 4」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】
・「Alt」+「G」キーを押します。

34 □
・「CD/DVD操作」-「CD/DVD選択」を選択します。
・「参照」を押し、「インストールCD 1(ISOイメージ)」を
選択します。
・「OK」を押します。
・「リモート開始」を実行します。

35

・左記の画面が表示されるまで、約15分かかりま
す。

□・「CD/DVD操作」-「CD/DVD選択」を選択します。
・「参照」を押し、「インストールCD 2(ISOイメージ)」を
選択します。
・「OK」を押します。
・「リモート開始」を実行します。

36

・左記の画面が表示されるまで、約15分かかりま
す。

□
・「CD/DVD操作」-「CD/DVD選択」を選択します。
・「参照」を押し、「インストールCD 3(ISOイメージ)」を
選択します。
・「OK」を押します。
・「リモート開始」を実行します。

37

・左記の画面が表示されるまで、約3分かかりま
す。

□
・「CD/DVD操作」-「CD/DVD選択」を選択します。
・「参照」を押し、「インストールCD 4(ISOイメージ)」を
選択します。
・「OK」を押します。
・「リモート開始」を実行します。

・「OK」を押します。
※RHELのバージョンやアーキテクチャの違いに
より、「インストールCD 5」や「インストールCD 6」
を要求される場合があります。
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【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD」を取り出します。
・CDドライブを取り外します。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD」を取り出します。
・「Alt」+「G」キーを押します。
・「CD/DVD操作」-「CD/DVD終了」を選択します。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】
・「Alt」+「G」キーを押します。
・「CD/DVD操作」-「CD/DVD終了」を選択します。

・「Reboot」を押します。

■Linuxの設定
・Linuxにログインします。

□

39 □

40 □

41

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、以下のカー
ネルパラメータがなければ追加します。

□

38

・左記の画面が表示されるまで、約3分かかりま
す。

・/boot/grub/grub.confの
「splashuimage=(h0,0)/grub/splash.xpm.gz」をコメ
ントアウトし、「serial --unit=0 --speed=115200 -
-word=8 --parity=no --stop=1」(RHEL5.6の場
合)、「serial --unit=0 --speed=115200」(RHEL5.7
の場合)、「terminal --timeout=10 serial console」
がなければ追加します。

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、
「nmi_watchdog=0」がなければ追加し、
　「quiet」、「rhgb」があれば削除します。
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・/etc/sysctl.confに、

・/etc/sysconfig/clockに
「CLOCKFLAGS="--directisa"」
　がなければ追加します。

※本手順はx86のみ実施してください。

■シリアルコンソールの設定
・/boot/grub/grub.confのkernel行に、
　「console=tty0 console=ttyS0,115200」
　がなければ追加します。

43 □

　「kernel.sysrq=1」
　「kernel.printk=3 4 1 7」
　「kernel.unknown_nmi_panic=0」
　「kernel.panic_on_unrecovered_nmi=1」
　がなければ追加します。

44 □

45 □

42 □

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、「lpj=プロ
セッサ周波数(KHz単位)」がなければ追加します。

※例えば、/proc/cpuinfoのmodel name行に、プ
ロセッサ周波数が2.53GHzと表示されている場合
は、lpj=2530000を指定してください。

※KdumpまたはLTD(Linux Tough Dump)をご利用
になられる場合は、kernel行に「crashkernel=「 任
意の設定値」M@「 任意の設定値」M」を設定してく
ださい。設定値は搭載メモリ量とファイバチャネル
のポート数によって異なりますので、ご使用の環
境構成をご確認の上、任意の値をご設定くださ
い。
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・/etc/inittabの最終行に、

・/etc/securettyの最終行に、
　「ttyS0」がなければ追加します。

■Xサーバの起動
・「startx」を実行します。

49 □

47 □

48 TCP チェックサム　オフロードの設定 □

■TCPチェックサムオフロードの設定
・正常な通信を行うために、チェックサムオフロード
の設定を行ってください。設定手順については、
『BS2000 ソフトウェアガイド』を参照してください。

※『BS2000 ソフトウェアガイド』にはRed Hat
Enterprise Linux 5.6/5.7の設定方法しか記載されて
いませんが、Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4の場
合でも同様に設定してください。

46 □

　「co:2345:respawn:/sbin/agetty 115200　ttyS0
vt100」がなければ追加します。
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・「ハードウェア(H)」のタブをクリックします。
・モニタータイプの「設定(C)」をクリックします。

・「OK(O)」をクリックします。

・「モニター設定(S)」のタブをクリックします。
・「1024×768」をクリックします。
・「OK(O)」をクリックします。

50

・「システム」-「管理」-「ディスプレイ」をクリックし
ます。

□

※リモートコンソールでのマウスの使用は、動作
が安定しないことがあります。

51 □

52

・「Generic LCD Display」の「LCD Panel 1024 ×
768」をクリックします。

□

53 □
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■各ドライバのバージョン情報確認

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

■OS修正モジュールの適応

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

56 インスト-ルに使用したドライバにあった修正モジュールの適応 □

・OS の修正パッチおよび各カーネル最新情報
は、以下のWeb ページで発信しています。また、
情報は適時更新されておりますので、定期的な
確認をお願いいたします。

" 導入後のサポート"-" サポート製品ダウンロー
ド"-" ダウンロード最新情報一覧" -" OS修正モ
ジュール"を参照してください。

OS 修正モジュールの適応が必要な場合は、手
順に従い操作を続行してください。

57

# uname -m

i686

x86_64

・左記のコマンドを実行し、アーキテクチャを確認
します。

□

55 各ドライバのバージョン情報確認 □

・各ドライバの確認方法は以下のWebページで発
信しています。

" 導入後のサポート"-" サポート製品ダウンロー
ド"-" ダウンロード最新情報一覧"からインストー
ルしたドライバのバージョン確認方法をご参照くだ
さい。

※バージョン情報を確認しドライバが最新バー
ジョンでない場合は、Webから最新バージョンをダ
ウンロードし、Web上にあります各ドライバの更新
手順に従いインストールしてください。

54

・「OK(O)」をクリックします。

□

56

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/
http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/
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58

１．# mount /dev/cdrom /media/

２．# mkdir -p /tmp/hitachi_drv
# zcat /media/modules.cgz >
/tmp/hitachi_drv/hitachi_modules.cgz.tmp
# cd /tmp/hitachi_drv
# cat hitachi_modules.cgz.tmp ¦ cpio -iumd

・ドライバCD をDVD ドライブに入れます。

・ドライバCD をマウントするため、１のコマンドを
実行してください。

・ドライバCD からドライバを取り出すため、２のコ
マンドを実行してください。

※以降の手順では、RHELのバージョン、アーキ
テクチャにより操作が異なります。

□

59

１．# ls 2.6.18-128.el5PAE/i686/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-128.7.1.el5PAE/updates

３．# cp -a 2.6.18-128.el5PAE/i686/* /lib/modules/2.6.18-
128.7.1.el5PAE/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-128.7.1.el5PAE/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.3 x86(i686)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、１
のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実行
してください。

手順67へ進みます。

□

60

１．# ls 2.6.18-128.el5/x86_64/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-128.7.1.el5/updates

３．# cp -a 2.6.18-128.el5/x86_64/* /lib/modules/2.6.18-
128.7.1.el5/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-128.7.1.el5/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.3 AMD/Intel64(x86_64)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、１
のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実行
してください。

手順67へ進みます。

□

61

１．# ls 2.6.18-164.el5PAE/i686/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-164.15.1.el5PAE/updates

３．# cp -a 2.6.18-164.el5PAE/i686/* /lib/modules/2.6.18-
164.15.1.el5PAE/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-164.15.1.el5PAE/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.4 x86(i686)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、１
のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実行
してください。

手順67へ進みます。

□

57
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63

１．# ls 2.6.18-238.el5PAE/i686/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-238.9.1.el5PAE/updates

３．# cp -a 2.6.18-238.el5PAE/i686/* /lib/modules/2.6.18-
238.9.1.el5PAE/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-238.9.1.el5PAE/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.6 x86(i686)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、１
のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実行
してください。

手順67へ進みます。

□

64

１．# ls 2.6.18-238.el5/x86_64/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-238.9.1.el5/updates

３．# cp -a 2.6.18-238.el5/x86_64/* /lib/modules/2.6.18-
238.9.1.el5/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-238.9.1.el5/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.6 AMD/Intel64(x86_64)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、１
のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実行
してください。

手順67へ進みます。

□

62

１．# ls 2.6.18-164.el5/x86_64/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-164.15.1.el5/updates

３．# cp -a 2.6.18-164.el5/x86_64/* /lib/modules/2.6.18-
164.15.1.el5/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-164.15.1.el5/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.4 AMD/Intel64(x86_64)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、１
のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実行
してください。

手順67へ進みます。

□

65

１．# ls 2.6.18-274.el5PAE/i686/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-274.18.1.el5PAE/updates

３．# cp -a 2.6.18-274.el5PAE/i686/* /lib/modules/2.6.18-
274.18.1.el5PAE/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-274.18.1.el5PAE/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.7 x86(i686)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、１
のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実行
してください。

手順67へ進みます。

□
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Red Hat,Inc
https://rhn.redhat.com/

■RHEL5.7 AMD/Intel64(x86_64)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、１
のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実行
してください。

手順67へ進みます。

69

68

・RHEL5.3 (x86)の場合
kernel-PAE-2.6.18-128.7.1.el5.i686.rpm
・RHEL5.3 (AMD/Intel64)の場合
kernel-2.6.18-128.7.1.el5.x86_64.rpm

・RHEL5.4 (x86)の場合
kernel-PAE-2.6.18-168.15.1.el5.i686.rpm
・RHEL5.4 (AMD/Intel64)の場合
kernel-2.6.18-168.15.1.el5.x86_64.rpm

・RHEL5.6 (x86)の場合
kernel-PAE-2.6.18-238.9.1.el5.i686.rpm
・RHEL5.6 (AMD/Intel64)の場合
kernel-2.6.18-238.9.1.el5.x86_64.rpm

・RHEL5.7 (x86)の場合
kernel-PAE-2.6.18-274.18.1.el5.i686.rpm
・RHEL5.7 (AMD/Intel64)の場合
kernel-2.6.18-274.18.1.el5.x86_64.rpm

・左記を参照して、Red Hat のWebサイトからセ
キュリティアップデートカーネルをダウンロードし、
適用してください。

□

67

１．# umount /media/

２．# cd /tmp
# rm -rf /tmp/hitachi_drv

・ドライバCD をアンマウントするため、１のコマン
ドを実行してください。

・ワークディレクトリを削除するため、２のコマンド
を実行してください。

□

・「システム」-「rootのログアウト…」をクリックしま
す。

□

66

１．# ls 2.6.18-274.el5/x86_64/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-274.18.1.el5/updates

３．# cp -a 2.6.18-274.el5/x86_64/* /lib/modules/2.6.18-
274.18.1.el5/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-274.18.1.el5/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

□

59
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・「ログアウト(L)」をクリックします。

■リモートコンソールの終了
・「Alt」+「G」キーを押します。
・「リモート終了」を実行します。

以上でOSインストールは完了です。

70 □

71 □

60



　１．５．２　8Gbps Fibre Channel アダプタを使用してRed Hat Enterprise Linux 5.3　インストール
No. 操作 ﾁｪｯｸ

・ユーザID、パスワードを入力します。
・「接続」をクリックします。

※リモートコンソールが既に起動している場合
は、手順3に進んでください。

画面

1 コンソールの切替：リモートコンソール

■リモートコンソールに接続
・リモートコンソールを起動します。

□

※リモートコンソールが既に起動している場合
は、手順3に進んでください。

※リモートコンソール起動後、Internet Explorerの
設定によっていくつかの警告が出力する場合があ
ります。その場合は、すべて「はい」もしくは「実行」
を押してください。

※事前にBMCのIPアドレスを調べてください。
BMCのIPアドレスは、SVPコンソールで「LC」コマン
ドを実行した結果から確認できます。

※リモートコンソールアプリケーション(Javaアプリ
ケーション)を使用する場合動作条件があります。
動作条件を満たしているかご確認ください。
「BS2000ユーザーズガイド」-「装置の接続と電源
投入」-「システム装置の接続」-「リモートコンソー
ルの接続」、「リモートコンソールアプリケーション
(Javaアプリケーション)」を参照してください。

※条件を満たさない場合はリモートコンソールアプ
リケーション(Reclient)をお使いください。リモートコ
ンソールアプリケーション(Reclient)の使用方法に
ついては、「BS2000用 リモートコンソールアプリ
ケーションユーザーズガイド」を参照してください。

2 □

61 
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項目3はCase1-3の内1つを満たせばよい

Case1【フロント USBを使用する場合】

Case2【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDドライブ使用」をクリックします。

Case3【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】
・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ使用」をクリックします。

・「Q」をクリックします。
・「OK」をクリックします。

3-3 □

・「リカバリCD(ISOイメージ)」をクリックします。
・「開く」をクリックします。

※イメージファイルの作成方法は、「BS2000 リ
モートコンソールアプリケーション ユーザーズガイ
ド」を参照してください。

3

3-1 □

・フロント USBにDVDドライブを挿し、「リカバリCD」
を入れます。

※DVDドライブの灰色のプラグをサーバブレードに
挿してください。

3-2 □

・コンソール端末のCD/DVDドライブに「リカバリ
CD」を入れます。

62 
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5

・「drivers」を入力します。

□

6

・「drvcfg 「ドライバハンドル」」を入力します。

□

7

・「drvcfg -s 「ドライバハンドル」 「コントローラハン
ドル」」を入力します。

□

4

■共有FCの設定
・「Continue」を選択します。

□

ドライバハンドル 

ドライバハンドル 

コントローラハンドル 

63 
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8

・「select」を入力します。
・左記のように入力します。
・「exit」を入力します。

※設定を行ってもで「Boot Device List」項目内
にWWPNが設定されない場合は、
StorageNavigatorの設定を確認してください。

□

9

・「reconnect -r」を入力します。

□

64 
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10

・「map -r」を入力します。
・FCデバイスが認識されていることを確認しま
す。
・「exit」を入力します。

□

11

■ブートオーダの設定
・「Boot Maintenance Manager」を選択します。

□

12

・「Boot Options」を選択します。

□

13

・「Add Boot Option」を選択します。

□

65 
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15

・「Input the description」を選択します。
・ブートデバイス名を入力します。

※左記記載は例として、「Linux」と入力していま
す。

□

16

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

17

・「Boot Options」を選択します。

□

14

・「FC STORAGE DEVICE」を選択します。

□
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20

・「Input the description」を選択します。
・ブートデバイス名を入力します。

※左記記載は例として、「CD-ROM」と入力して
います。

□

21

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

18

・「Add Boot Option」を選択します。

□

19

・「USB STORAGE DEVICE」を選択します。

□
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23

・「Change Boot Order」を選択します。

□

24

・「Enter」キーを押します。

□

25

・「Shift」+「+」または「-」キーにより、ブートの順
番を以下のとおりに変更します。

CD-ROM
Linux
EFI Internal Shell

□

22

・「Boot Options」を選択します。

□
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28

・「Continue」を選択します。

□

29

■OSのインストール
・左記の画面が表示されます。
・「F10」キーを押します。

□

26

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

27

・「Esc」キーを押します。

□

69 



No. 操作 ﾁｪｯｸ画面

【フロント USBを使用する場合】
・「ドライバCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「ドライバCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

・「Continue」を選択します。

31

・左記の画面が表示されるまで、約2分かかりま
す。
・「Yes」を押します。

□

32 □

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「ドライバCD(ISOイメージ)」をクリックします。
・「開く」をクリックします。

・「OK」を押します。

33 □

※左記画面は表示されず、次項目が表示されるこ
とがあります。

30

・「4 driverload=scsi_transport_fc」と入力します。
・「Enter」キーを押します。

□
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【フロント USBを使用する場合】

【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】

【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】
・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。

・「OK」を押します。

【フロント USBを使用する場合】
・「リカバリCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「リカバリCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

37 □

■言語の選択
・「Japanese」を選択します。
・選択後、「OK」を押します。

34

・左記の画面が表示されるまで、約2分かかりま
す。
・「Yes」を押します。

□

35 □

・「Hitachi Gigabit Fibre Channel Adapter Drivers
CD」に入れ替えます。

・「Hitachi Gigabit Fibre Channel Adapter Drivers
CD」に入れ替えます。

・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「Hitachi Gigabit Fibre Channel Adapter Drivers
CD(ISOイメージ)」をクリックします。
・「開く」をクリックします。

36 □

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「リカバリCD(ISOイメージ)」をクリックします。
・「開く」をクリックします。

・「No」を押します。
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【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 1」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 1」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

■インストール番号の入力

・「OK(O)」をクリックします。

41 □

・「インストール番号の入力を省略する」にチェック
を入れます。

38 □

39 □

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールCD 1(ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。

・「OK」を押します。

40

・「次(N)」をクリックします。

□

■キーボードタイプの選択
・「jp106」 を選択します。
・選択後、「OK」を押します。
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・「スキップする(S)」をクリックします。

・「次(N)」をクリックします。
・「はい(Y)」をクリックします。

■ディスクパーティション設定
・タグをクリックします。

・パーティション作成設定を実施します。

45 □

「選択したドライブ上のすべてのパーティションを
削除してデフォルトのレイアウトを作成します。」

42 □

43 □

44 □
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・作成先のパーティションにチェックします。
・「次(N)」をクリックします。

・「はい(Y)」をクリックします。

■タイムゾーン設定
・「アジア/東京」をクリックします。
・「次(N)」をクリックします。

46 □

47 □

49 □

※「システムロックでUTCを使用」はチェックしない
でください。

48

■ネットワーク設定
・任意の設定を行い、「次(N)」をクリックします。

※ゲートウェイ、DNS が空欄の場合はエラー
メッセージが表示されます。各項目が空欄で問
題の無い事を確認して「続行(O)」をクリックして
ください。

□
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■システム管理者のパスワード設定
・任意のパスワードを設定します。
・「次(N)」をクリックします。

■追加タスクの選択
・必要な追加タスクを選択します。

・「次(N)」をクリックします。

■パッケージグループの選択
・「デスクトップ環境」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

50 □

52 □

53 □

51 □

・「後でカスタマイズする(I)」か「今すぐカスタマイズ
する(C)」かを選択します。

※「後でカスタマイズする(I)」を選択された場合は、
手順64へ進みます。

※「今すぐカスタマイズする(C)」を選択された場合
は、手順52へ進みます。
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・「アプリケーション」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

・「開発」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

56 □

57 □

54 □

55 □

76 



No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「サーバー」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

・「ベースシステム」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

61 □

58 □

59 □

60 □
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・「言語」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

・「次(N)」をクリックします。

【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 2」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 2」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

・「OK(O)」をクリックします。

62 □

63 □

64 □

65

・左記の画面が表示されるまで、約5分かかりま
す。

□
・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールCD 2(ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。
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【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 3」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 3」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

・「OK(O)」をクリックします。

【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 4」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 4」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

・「OK(O)」をクリックします。

【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 5」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 5」に入れ替えます。

【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

【フロント USBを使用する場合】

【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】

【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

69

・左記の画面が表示されるまで、約4分かかりま
す。

□

・「インストールCD」を取り出します。
・CDドライブを取り外します。

・「インストールCD」を取り出します。
・「CD/DVDドライブ使用」をクリックします。

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ使用」をクリックします。

・「再起動(T)」をクリックします。

・「OK(O)」をクリックします。
※アーキテクチャの違いにより、「インストールCD
6」を要求される場合があります。

66

・左記の画面が表示されるまで、約6分かかりま
す。

□
・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールCD 3(ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。

67

・左記の画面が表示されるまで、約20分かかり
ます。

□
・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールCD 4(ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。

68

・左記の画面が表示されるまで、約10分かかり
ます。

□
・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールCD 5(ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。

79 



No. 操作 ﾁｪｯｸ画面

71

・/boot/grub/grub.confの
「splashuimage=(h0,0)/grub/splash.xpm.gz」をコ
メントアウトし、「serial --unit=0 --
speed=115200」、「terminal --timeout=10 serial
console」がなければ追加します。

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、
「nmi_watchdog=0」がなければ追加し、
　「quiet」、「rhgb」があれば削除します。

□

72

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、以下の
カーネルパラメータがなければ追加します。

□

73

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、「lpj=プロ
セッサ周波数(KHz単位)」がなければ追加しま
す。

※例えば、/proc/cpuinfoのmodel name行に、
プロセッサ周波数が2.53GHzと表示されている
場合は、lpj=2530000を指定してください。

※KdumpまたはLTD(Linux Tough Dump)をご利
用になられる場合は、kernel行に「crashkernel=
「 任意の設定値」M@「 任意の設定値」M」を設
定してください。設定値は搭載メモリ量とファイ
バチャネルのポート数によって異なりますので、
ご使用の環境構成をご確認の上、任意の値を
ご設定ください。

□

70

■Linuxの設定
・Linuxにログインします。

□
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76

■シリアルコンソールの設定
・/boot/grub/grub.confのkernel行に、
　「console=tty0 console=ttyS0,115200」
　がなければ追加します。

□

77

・/etc/inittabの最終行に、
　「co:2345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttyS0
    vt100」がなければ追加します。

□

74

・/etc/sysctl.confに、
　「kernel.sysrq=1」
　「kernel.printk=3 4 1 7」
　「kernel.unknown_nmi_panic=0」
　「kernel.panic_on_unrecovered_nmi=1」
　がなければ追加します。

□

75

・/etc/sysconfig/clockに
　「CLOCKFLAGS="--directisa"」
　がなければ追加します。

※本手順はx86のみ実施してください。

□
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81

・「システム」-「管理」-「ディスプレイ」をクリック
します。

※リモートコンソールでのマウスの使用は、動
作が安定しないことがあります。

□

80

■Xサーバの起動
・「startx」を実行します。

□

■TCPチェックサムオフロードの設定
・正常な通信を行うために、チェックサムオフロード
の設定を行ってください。設定手順については、
『BS2000 ソフトウェアガイド』を参照してください。

※『BS2000 ソフトウェアガイド』にはRed Hat
Enterprise Linux 5.6/5.7の設定方法しか記載され
ていませんが、Red Hat Enterprise Linux 5.3の場
合でも同様に設定してください。

78

・/etc/securettyの最終行に、
　「ttyS0」がなければ追加します。

□

79 TCP チェックサム　オフロードの設定 □
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84

・「モニター設定(S)」タブをクリックします。
・「1024×768」をクリックします。
・「OK(O)」をクリックします。

□

85

・「OK(O)」をクリックします。

□

82

・「ハードウェア(H)」のタブをクリックします。
・モニタータイプの「設定(C)」をクリックします。

□

83

・「Generic LCD Display」の「LCD Panel 1024×
768」をクリックします。
・「OK(O)」をクリックします。

□
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■各ドライバのバージョン情報確認

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

■OS修正モジュールの適応

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

87 インスト-ルに使用したドライバにあった修正モジュールの適応 □

・OS の修正パッチおよび各カーネル最新情報
は、以下のWeb ページで発信しています。ま
た、情報は適時更新されておりますので、定期
的な確認をお願いいたします。

" 導入後のサポート"-" サポート製品ダウン
ロード"-" ダウンロード最新情報一覧"-" OS修
正モジュール"を参照してください。

OS 修正モジュールの適応が必要な場合は、手
順に従い操作を続行してください。

88

# uname -m

i686

x86_64

・左記のコマンドを実行し、アーキテクチャを確
認します。

□

89

１．# mount /dev/cdrom /media/

２．# mkdir -p /tmp/hitachi_drv
# zcat /media/modules.cgz > /tmp/hitachi_drv/hitachi_modules.cgz.tmp
# cd /tmp/hitachi_drv
# cat hitachi_modules.cgz.tmp ¦ cpio -iumd

86 各ドライバのバージョン情報確認 □

・各ドライバの確認方法は以下のWebページで
発信しています。

" 導入後のサポート"-" サポート製品ダウン
ロード"-" ダウンロード最新情報一覧"からイン
ストールしたドライバのバージョン確認方法をご
参照ください。

※バージョン情報を確認しドライバが最新バー
ジョンでない場合は、Webから最新バージョンを
ダウンロードし、Web上にあります各ドライバの
更新手順に従いインストールしてください。

・ドライバCD をDVD ドライブに入れます。

・ドライバCD をマウントするため、１のコマンドを
実行してください。

・ドライバCD からドライバを取り出すため、２の
コマンドを実行してください。

※以降の手順では、アーキテクチャにより操作
が異なります。

□

84 
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Red Hat,Inc
https://rhn.redhat.com/

90

１．# ls 2.6.18-128.el5PAE/i686/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-128.7.1.el5PAE/updates

３．# cp -a 2.6.18-128.el5PAE/i686/* /lib/modules/2.6.18-
128.7.1.el5PAE/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-128.7.1.el5PAE/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.3 x86(i686)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、
１のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実
行してください。

手順92へ進みます。

□

93

・RHEL5.3 (x86)の場合
kernel-PAE-2.6.18-128.7.1.el5.i686.rpm
・RHEL5.3 (AMD/Intel64)の場合
kernel-2.6.18-128.7.1.el5.x86_64.rpm

・左記を参照して、Red Hat のWebサイトからセ
キュリティアップデートカーネルをダウンロード
し、適用してください。

□

92

１．# umount /media/

２．# cd /tmp
# rm -rf /tmp/hitachi_drv

・ドライバCD をアンマウントするため、１のコマ
ンドを実行してください。

・ワークディレクトリを削除するため、２のコマン
ドを実行してください。

□

91

１．# ls 2.6.18-128.el5/x86_64/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-128.7.1.el5/updates

３．# cp -a 2.6.18-128.el5/x86_64/* /lib/modules/2.6.18-
128.7.1.el5/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-128.7.1.el5/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.3 AMD/Intel64(x86_64)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、
１のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実
行してください。

手順92へ進みます。

□

85 
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96

■リモートコンソールの終了
・「終了」タブをクリックします。
・「終了」をクリックします。

以上でOSインストールは完了です。

□

94

・「システム」-「rootのログアウト…」をクリックし
ます。

□

95

・「ログアウト(L)」をクリックします。

□

86 



　１．５．３　標準サーバブレード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 5.7　インストール
No. 操作 ﾁｪｯｸ

・ユーザID、パスワードを入力します。
・「接続」をクリックします。

画面

1 コンソールの切替：リモートコンソール

■リモートコンソールに接続
・リモートコンソールを起動します。

□

※リモートコンソールが既に起動している場合
は、手順3に進んでください。

※リモートコンソール起動後、Internet Explorerの
設定によっていくつかの警告が出力する場合があ
ります。その場合は、すべて「はい」もしくは「実行」
を押してください。

※事前にBMCのIPアドレスを調べてください。
BMCのIPアドレスは、SVPコンソールで「LC」コマン
ドを実行した結果から確認できます。

2 □

※リモートコンソールが既に起動している場合
は、手順3に進んでください。
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項目3はCase1-3の内1つを満たせばよい

Case1【フロント USBを使用する場合】

Case2【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDドライブ使用」をクリックします。

Case3【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】
・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ使用」をクリックします。

※DVDドライブの灰色のプラグをサーバブレードに
挿してください。

3-2 □

・コンソール端末のCD/DVDドライブに「リカバリ
CD」を入れます。

・「Q」をクリックします。
・「OK」をクリックします。

3

3-1 □

・フロント USBにDVDドライブを挿し、「リカバリCD」
を入れます。

3-3 □

・「リカバリCD(ISOイメージ)」をクリックします。
・「開く」をクリックします。

※イメージファイルの作成方法は、「BS2000 リ
モートコンソールアプリケーション ユーザーズガイ
ド」を参照してください。
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4

■共有FCの設定
・「Continue」を選択します。

□

7

・「drvcfg -s 「ドライバハンドル」 「コントローラハン
ドル」」を入力します。

□

5

・「drivers」を入力します。

□

6

・「drvcfg 「ドライバハンドル」」を入力します。

□

ドライバハンドル 

ドライバハンドル 

コントローラハンドル 
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8

・「select」を入力します。
・左記のように入力します。
・「exit」を入力します。

※設定を行ってもで「Boot Device List」項目内
にWWPNが設定されない場合は、
StorageNavigatorの設定を確認してください。

□

9

・「reconnect -r」を入力します。

□
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11

■ブートオーダの設定
・「Boot Maintenance Manager」を選択します。

□

12

・「Boot Options」を選択します。

□

10

・「map -r」を入力します。
・FCデバイスが認識されていることを確認しま
す。
・「exit」を入力します。

□

13

・「Add Boot Option」を選択します。

□
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15

・「Input the description」を選択します。
・ブートデバイス名を入力します。

※左記記載は例として、「Linux」と入力していま
す。

□

14

・「FC STORAGE DEVICE」を選択します。

□

16

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

17

・「Boot Options」を選択します。

□
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18

・「Add Boot Option」を選択します。

□

19

・「USB STORAGE DEVICE」を選択します。

□

21

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

20

・「Input the description」を選択します。
・ブートデバイス名を入力します。

※左記記載は例として、「CD-ROM」と入力して
います。

□
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22

・「Boot Options」を選択します。

□

25

・「Shift」+「+」または「-」キーにより、ブートの順
番を以下のとおりに変更します。

CD-ROM
Linux
EFI Internal Shell

□

23

・「Change Boot Order」を選択します。

□

24

・「Enter」キーを押します。

□
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28

・「Continue」を選択します。

□

29

■OSのインストール
・左記の画面が表示されます。
・「F10」キーを押します。

□

26

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

27

・「Esc」キーを押します。

□
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【フロント USBを使用する場合】
・「ドライバCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「ドライバCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

・「Continue」を選択します。

32 □

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「ドライバCD(ISOイメージ)」をクリックします。
・「開く」をクリックします。

・「OK」を押します。

33 □

※左記画面は表示されず、次項目が表示されるこ
とがあります。

30

・「4」と入力します。
・「Enter」キーを押します。

□

31

・左記の画面が表示されるまで、約2分かかりま
す。
・「Yes」を押します。

□
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【フロント USBを使用する場合】
・「リカバリCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「リカバリCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 1」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 1」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

34 □

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「リカバリCD(ISOイメージ)」をクリックします。
・「開く」をクリックします。

・「No」を押します。

37 □

35 □

36 □

■言語の選択
・「Japanese」を選択します。
・選択後、「OK」を押します。

■キーボードタイプの選択
・「jp106」 を選択します。
・選択後、「OK」を押します。

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールCD 1(ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。

・「OK」を押します。

97 



No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「次(N)」をクリックします。

■インストール番号の入力

・「OK(O)」をクリックします。

・「スキップする(S)」をクリックします。

・「次(N)」をクリックします。
・「はい(Y)」をクリックします。

38 □

40 □

41 □

39 □

・「インストール番号の入力を省略する」にチェック
を入れます。
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■ディスクパーティション設定
・タグをクリックします。

・パーティション作成設定を実施します。

・作成先のパーティションにチェックします。
・「次(N)」をクリックします。

・「はい(Y)」をクリックします。

42 □

43 □

「選択したドライブ上のすべてのパーティションを
削除してデフォルトのレイアウトを作成します。」

44 □

45 □
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■タイムゾーン設定
・「アジア/東京」をクリックします。
・「次(N)」をクリックします。

■システム管理者のパスワード設定
・任意のパスワードを設定します。
・「次(N)」をクリックします。

■追加タスクの選択
・必要な追加タスクを選択します。

・「次(N)」をクリックします。

49 □

・「後でカスタマイズする(I)」か「今すぐカスタマイズ
する(C)」かを選択します。

※「後でカスタマイズする(I)」を選択された場合は、
手順62へ進みます。

※「今すぐカスタマイズする(C)」を選択された場合
は、手順50へ進みます。

47 □

※「システムロックでUTCを使用」はチェックしない
でください。

48 □

■ネットワーク設定
・任意の設定を行い、「次(N)」をクリックします。

※ゲートウェイ、DNS が空欄の場合はエラー
メッセージが表示されます。各項目が空欄で問
題の無い事を確認して「続行(O)」をクリックして
ください。

46 □
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■パッケージグループの選択
・「デスクトップ環境」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

・「アプリケーション」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

53 □

50 □

51 □

52 □
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・「開発」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

・「サーバー」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

54 □

55 □

56 □

57 □
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・「ベースシステム」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

・「言語」をクリックします。

・必要な項目をチェックします。

59 □

60 □

61 □

58 □
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・「次(N)」をクリックします。

【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 2」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 2」に入れ替えます。

【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

・「OK(O)」をクリックします。

【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 3」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 3」に入れ替えます。

【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

・「OK(O)」をクリックします。

【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 4」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 4」に入れ替えます。

【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

・「OK(O)」をクリックします。

64

・左記の画面が表示されるまで、約6分かかりま
す。

□・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールCD 3(ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。

65

・左記の画面が表示されるまで、約20分かかり
ます。

□・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールCD 4(ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。

63

・左記の画面が表示されるまで、約5分かかりま
す。

□・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールCD 2(ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。

62 □
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【フロント USBを使用する場合】
・「インストールCD 5」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールCD 5」に入れ替えます。

【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

【フロント USBを使用する場合】

【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】

【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

66

・左記の画面が表示されるまで、約10分かかり
ます。

□・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールCD 5(ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。

・「OK(O)」をクリックします。
※アーキテクチャの違いにより、「インストールCD
6」を要求される場合があります。

67

・左記の画面が表示されるまで、約4分かかりま
す。

□

・「インストールCD」を取り出します。
・CDドライブを取り外します。

・「インストールCD」を取り出します。
・「CD/DVDドライブ使用」をクリックします。

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ使用」をクリックします。

・「再起動(T)」をクリックします。

68

■Linuxの設定
・Linuxにログインします。

□

69

・/boot/grub/grub.confの
「splashuimage=(h0,0)/grub/splash.xpm.gz」をコ
メントアウトし、「serial --unit=0 --
speed=115200」、「terminal --timeout=10 serial
console」がなければ追加します。

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、
「nmi_watchdog=0」がなければ追加し、
　「quiet」、「rhgb」があれば削除します。

□
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70

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、以下の
カーネルパラメータがなければ追加します。

□

71

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、「lpj=プロ
セッサ周波数(KHz単位)」がなければ追加しま
す。

※例えば、/proc/cpuinfoのmodel name行に、
プロセッサ周波数が2.53GHzと表示されている
場合は、lpj=2530000を指定してください。

※KdumpまたはLTD(Linux Tough Dump)をご利
用になられる場合は、kernel行に「crashkernel=
「 任意の設定値」M@「 任意の設定値」M」を設
定してください。設定値は搭載メモリ量とファイ
バチャネルのポート数によって異なりますので、
ご使用の環境構成をご確認の上、任意の値を
ご設定ください。

□

72

・/etc/sysctl.confに、
　「kernel.sysrq=1」
　「kernel.printk=3 4 1 7」
　「kernel.unknown_nmi_panic=0」
　「kernel.panic_on_unrecovered_nmi=1」
　がなければ追加します。

□

73

・/etc/sysconfig/clockに
　「CLOCKFLAGS="--directisa"」
　がなければ追加します。

※本手順はx86のみ実施してください。

□
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74

■シリアルコンソールの設定
・/boot/grub/grub.confのkernel行に、
　「console=tty0 console=ttyS0,115200」
　がなければ追加します。

□

75

・/etc/inittabの最終行に、
　「co:2345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttyS0
    vt100」がなければ追加します。

□

76

・/etc/securettyの最終行に、
　「ttyS0」がなければ追加します。

□

77 TCP チェックサム　オフロードの設定 □

■TCPチェックサムオフロードの設定
・正常な通信を行うために、チェックサムオフロード
の設定を行ってください。設定手順については、
『BS2000 ソフトウェアガイド』を参照してください。
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78

■Xサーバの起動
・「startx」を実行します。

□

79

・「システム」-「管理」-「ディスプレイ」をクリック
します。

※リモートコンソールでのマウスの使用は、動
作が安定しないことがあります。

□

80

・「ハードウェア(H)」のタブをクリックします。
・モニタータイプの「設定(C)」をクリックします。

□

81

・「Generic LCD Display」の「LCD Panel 1024×
768」をクリックします。
・「OK(O)」をクリックします。

□
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■各ドライバのバージョン情報確認

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

■OS修正モジュールの適応

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

□

83

・「OK(O)」をクリックします。

□

85 インスト-ルに使用したドライバにあった修正モジュールの適応 □

・OS の修正パッチおよび各カーネル最新情報
は、以下のWeb ページで発信しています。ま
た、情報は適時更新されておりますので、定期
的な確認をお願いいたします。

" 導入後のサポート"-" サポート製品ダウン
ロード"-" ダウンロード最新情報一覧"-" OS修
正モジュール"を参照してください。

OS 修正モジュールの適応が必要な場合は、手
順に従い操作を続行してください。

84 各ドライバのバージョン情報確認 □

・各ドライバの確認方法は以下のWebページで
発信しています。

" 導入後のサポート"-" サポート製品ダウン
ロード"-" ダウンロード最新情報一覧"からイン
ストールしたドライバのバージョン確認方法をご
参照ください。

※バージョン情報を確認しドライバが最新バー
ジョンでない場合は、Webから最新バージョンを
ダウンロードし、Web上にあります各ドライバの
更新手順に従いインストールしてください。

82

・「モニター設定(S)」タブをクリックします。
・「1024×768」をクリックします。
・「OK(O)」をクリックします。
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86

# uname -m

i686

x86_64

・左記のコマンドを実行し、アーキテクチャを確
認します。

□

87

１．# mount /dev/cdrom /media/

２．# mkdir -p /tmp/hitachi_drv
# zcat /media/modules.cgz > /tmp/hitachi_drv/hitachi_modules.cgz.tmp
# cd /tmp/hitachi_drv
# cat hitachi_modules.cgz.tmp ¦ cpio -iumd

・ドライバCD をDVD ドライブに入れます。

・ドライバCD をマウントするため、１のコマンドを
実行してください。

・ドライバCD からドライバを取り出すため、２の
コマンドを実行してください。

※以降の手順では、アーキテクチャにより操作
が異なります。

□

89

１．# ls 2.6.18-274.el5/x86_64/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-274.18.1.el5/updates

３．# cp -a 2.6.18-274.el5/x86_64/* /lib/modules/2.6.18-
274.18.1.el5/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-274.18.1.el5/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.7 AMD/Intel64(x86_64)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、
１のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実
行してください。

手順90へ進みます。

□

１．# ls 2.6.18-274.el5PAE/i686/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

２．# mkdir -p /lib/modules/2.6.18-274.18.1.el5PAE/updates

３．# cp -a 2.6.18-274.el5PAE/i686/* /lib/modules/2.6.18-
274.18.1.el5PAE/updates/.
# ls /lib/modules/2.6.18-274.18.1.el5PAE/updates/
e1000.ko hfcldd.ko hfcldd_conf.ko igb.ko ixgbe.ko

■RHEL5.7 x86(i686)の場合

・取り出したドライバがあることを確認するため、
１のコマンドを実行してください。

・カーネルアップデート後のディレクトリを作成す
るため、２のコマンドを実行してください。

・ドライバのコピーを行うため、３のコマンドを実
行してください。

手順90へ進みます。

□88

110 



No. 操作 ﾁｪｯｸ画面

Red Hat,Inc
https://rhn.redhat.com/

93

・「ログアウト(L)」をクリックします。

□

92

・「システム」-「rootのログアウト…」をクリックし
ます。

□

90

１．# umount /media/

２．# cd /tmp
# rm -rf /tmp/hitachi_drv

・ドライバCD をアンマウントするため、１のコマ
ンドを実行してください。

・ワークディレクトリを削除するため、２のコマン
ドを実行してください。

□

91 □

・RHEL5.7 (x86)の場合
kernel-PAE-2.6.18-274.18.1.el5.i686.rpm
・RHEL5.7 (AMD/Intel64)の場合
kernel-2.6.18-274.18.1.el5.x86_64.rpm

・左記を参照して、Red Hat のWebサイトからセ
キュリティアップデートカーネルをダウンロード
し、適用してください。
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94

■リモートコンソールの終了
・「終了」タブをクリックします。
・「終了」をクリックします。

以上でOSインストールは完了です。

□
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　１．５．４　Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.4 インストール
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・BMCのIPアドレスを入力します。
・ユーザID、パスワードを入力します。
・「接続」をクリックします。

※リモートコンソールが既に起動している場合
は、手順3に進んでください。

3

・フロント USBにDVDドライブを挿し、「セットアップ
CD」を入れます。

※DVDドライブの灰色のプラグをサーバブレードに
挿してください。

□

画面

1 コンソールの切替：リモートコンソール

■リモートコンソールに接続
・リモートコンソールを起動します。

□

※リモートコンソールが既に起動している場合
は、手順3に進んでください。

※リモートコンソール起動後、Internet Explorerの
設定によっていくつかの警告が出力する場合があ
ります。その場合は、すべて「はい」もしくは「実行」
を押してください。

※事前にBMCのIPアドレスを調べてください。
BMCのIPアドレスは、SVPコンソールで「LC」コマン
ドを実行した結果から確認できます。

2 □
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6

・「drvcfg 「ドライバハンドル」」を入力します。

□

7

・「drvcfg -s 「ドライバハンドル」 「コントローラハン
ドル」」を入力します。

□

4

■共有FCの設定
・「Continue」を選択します。

□

5

・「drivers」を入力します。

□

ドライバハンドル 

ドライバハンドル 

コントローラハンドル 
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8

・「select」を入力します。
・左記のように入力します。
・「exit」を入力します。

※設定を行ってもで「Boot Device List」項目内
にWWPNが設定されない場合は、
StorageNavigatorの設定を確認してください。

□

9

・「reconnect -r」を入力します。

□
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11

■ブートオーダの設定
・「Boot Maintenance Manager」を選択します。

□

12

・「Boot Options」を選択します。

□

13

・「Add Boot Option」を選択します。

□

10

・「map -r」を入力します。
・FCデバイスが認識されていることを確認しま
す。
・「exit」を入力します。

□
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17

・「Boot Options」を選択します。

□

14

・「FC STORAGE DEVICE」を選択します。

□

15

・「Input the description」を選択します。
・ブートデバイス名を入力します。

※左記記載は例として、「Linux」と入力していま
す。

□

16

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□
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20

・「Input the description」を選択します。
・ブートデバイス名を入力します。

※左記記載は例として、「CD-ROM」と入力して
います。

□

21

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

18

・「Add Boot Option」を選択します。

□

19

・「USB STORAGE DEVICE」を選択します。

□
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23

・「Change Boot Order」を選択します。

□

24

・「Enter」キーを押します。

□

25

・「Shift」+「+」または「-」キーにより、ブートの順
番を以下のとおりに変更します。

CD-ROM
Linux
EFI Internal Shell

□

22

・「Boot Options」を選択します。

□
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29

■OSのインストール
・左記の画面が表示されます。
・「F10」キーを押します。

□

26

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

27

・「Esc」キーを押します。

□

28

・「Continue」を選択します。

□

120 



No. 操作 ﾁｪｯｸ画面

32 □

33

・「Continue」を選択します。

□

※左記画面は表示されず、次項目が表示されるこ
とがあります。

・「ドライバCD」に入れ替えます。
・「OK」を押します。

30

・「3」と入力します。
・「Enter」キーを押します。

※例としてRed Hat Linux Enterprise 6.2 (32bit
x86)を使用しております。インストールするOSに
よって表示が異なりますので、適宜読み替えて
ください。

□

31

・左記の画面が表示されるまで、約2分かかりま
す。
・「Yes」を押します。

□
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36 □

37

・必要に応じて以下の設定を行ってください。
　ユーザ認証の設定
　ファイアウォールの設定
　ネットワークの設定
　RHN（Red Hat Network)への登録
　起動するサービスの設定

※キーボード設定（Keyboard configuration）は使
用しないでください。キーボード設定を選択する
と、X の起動に失敗します。その他の注意事項に
ついて「ご使用の手引き」を参照してください。

※セットアップCDのバージョンによって左記画面
は表示されず、次項目が表示されることがありま
す。

・設定後、「Quit」を押します。

□

・左記の画面が表示されるまで、約60分かかり
ます。
・「インストールDVD」を取り出します。
・「再起動(T)」ボタンをクリックします。

35 □

・「インストールDVD」に入れ替えます。
・「OK」を押します。

34 □

・「セットアップCD」に入れ替えます。
・「No」を押します。
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38

・左記画面が出力したら、ログイン画面が出力する
まで待ちます。
・Linuxにログインします。

□

39

id:3:initdefault: ■Linuxの設定
・/etc/inittabの設定内容を確認します。
次の設定値でなければ修正してください。

id:5:initdefault:を「id:3:initdefault:」に修正

□

40

#splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz

serial --unit=0 --speed=115200
terminal --timeout=10 serial console

     kernel/vmlinuz-2.6.32-131.0.15.el6.i686 ro
root=/dev/mapper/vg_rhel6x645007-lv_root
rd_LVM_LV=vg_rhel6x645007/lv_root rd_LVM_LV=vg_rhel6x645007/lv_swap
rd_NO_LUKS rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=ja_JP.UTF-8
KEYBOARDTYPE=pcKEYTABLE=jp106 nodmraid crashkernel=auto
nmi_watchdog=0 pci=noaer mce=0 no_timer_check console=ttyS0,115200
scsi_mod.scan=sync pcie_aspm=off

・/boot/grub/grub.confの設定内容を確認しま
す。
次の設定値でなければ修正してください。

①以下をコメントアウト
　splashimage=(h0,0)/grub/splash.xpm.gz
②以下を追加
　(1)serial --unit=0 --speed=115200
　(2)terminal --timeout=10 serial console
③kernel行の以下を削除
　(1)quiet
　(2)rhgb
④kernel行に以下を追加
　(1)nmi_watchdog=0
　(2)pci=noaer
　(3)mce=0
　(4)no_timer_check
  (5)console=ttyS0,115200
  (6)scsi_mod.scan=sync
  (7)pcie_aspm=off

□

41

BOOTUP=serial ・/etc/sysconfig/init の設定内容を確認しま
す。
次の設定値でなければ修正してください。

BOOTUP=colorを「BOOTUP=serial」に修正
□
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45

ONBOOT=YES ・/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethXを
編集します。
※該当ファイルが無ければ作成してください。

　　「ONBOOT=YES」 □

42 TCP チェックサム　オフロードの設定 □

43

install *_edac /bin/true
install edac_* /bin/true

・/etc/modprobe.d/modprobe.confを編集しま
す。
※該当ファイルが無ければ作成してください。

   「install *_edac /bin/true」
   「install edac_* /bin/true」

□

■TCPチェックサムオフロードの設定
・正常な通信を行うために、チェックサムオフロード
の設定を行ってください。設定手順については、
『BS2000 ソフトウェアガイド』を参照してください。

44

blacklist e1000e
blacklist iTCO_wdt

・/etc/modprobe.d/blacklist.confを編集します。
※該当ファイルが無ければ作成してください。

以下の行を最終行に追記してください。

　　「blacklist e1000e」
　　「blacklist iTCO_wdt」

□

46

kernel.sysrq=1
kernel.unknown_nmi_panic=0
kernel.panic_on_unrecovered_nmi=1
kernel.panic_on_io_nmi=1
kernel.printk=3 4 1 7

・/etc/sysctl.confの設定内容を確認します。
次の設定値でなければ修正してください。

①kernel.sysrq=1
②kernel.unknown_nmi_panic=0
③kernel.panic_on_unrecovered_nmi=1
④kernel.panic_on_io_nmi=1
⑤kernel.printk=3 4 1 7

□
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■各ドライバのバージョン情報確認

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

49

     kernel/vmlinuz-2.6.32-131.0.15.el6.i686 ro
root=/dev/mapper/vg_rhel6x645007-lv_root
rd_LVM_LV=vg_rhel6x645007/lv_root rd_LVM_LV=vg_rhel6x645007/lv_swap
rd_NO_LUKS rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=ja_JP.UTF-8
KEYBOARDTYPE=pcKEYTABLE=jp106 nodmraid crashkernel=256M@48M
nmi_watchdog=0 pci=noaer mce=0 no_timer_check console=ttyS0,115200
scsi_mod.scan=sync pcie_aspm=off

■crashkernelの設定を変更

※Kdumpをご使用になられる場合、もしくは
Linux Tough Dumpをご利用になられる場合は
以下を変更してください。

・/boot/grub/grub.confのカーネル行にある
crashkernelを以下の設定値に変更してくださ
い。

※「crashkernel」がカーネル行に存在しない場
合は、以下の設定を追記してください。

　crashkernel=「任意の設定値」M@「任意の設
定値」M
　（例）：crashkernel=256M@48M

※設定値は搭載メモリ量とファイバチャネルの
ポート数によって変わりますのでご使用の環境
構成をご確認の上、任意の値をご設定くださ
い。

□

50 各ドライバのバージョン情報確認 □

・各ドライバの確認方法は以下のWebページで
発信しています。

"導入後のサポート "-" サポート製品ダウン
ロード"-" ダウンロード最新情報一覧 "からイ
ンストールしたドライバのバージョン確認方法を
ご参照ください。

※バージョン情報を確認しドライバが最新バー
ジョンでない場合は、Webから最新バージョンを
ダウンロードし、Web上にあります各ドライバの
更新手順に従いインストールしてください。

47

#reboot ■システム再起動
・「reboot」を入力しシステムを再起動させます。
・再起動後、ログインします。

□

48

1.# cat /proc/sys/kernel/printk
2.# /sbin/sysctl -n kernel.unknown_nmi_panic
3.# /sbin/sysctl -n kernel.panic_on_unrecovered_nmi
4.# /sbin/sysctl -n kernel.panic_on_io_nmi

■ログレベルを確認&NMI割り込みの設定を確
認
・1.のコマンドを入力し、「3  4  1  7」が表示され
ることを確認してください。
・2.のコマンドを入力し、「0」が表示されることを
確認してください。
・3.のコマンドを入力し、「1」が表示されることを
確認してください。
・4.のコマンドを入力し、「1」が表示されることを
確認してください。

□
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■OS修正モジュールの適応

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

Red Hat,Inc
https://rhn.redhat.com/

□

・OS の修正パッチおよび各カーネル最新情報
は、以下のWeb ページで発信しています。
また、情報は適時更新されておりますので、定
期的な確認をお願いいたします。

" 導入後のサポート "-" サポート製品ダウン
ロード"-" ダウンロード最新情報一覧 " -" OS
修正モジュール"を参照してください。

OS 修正モジュールの適応が必要な場合は、手
順に従い操作を続行してください。

53

※その他の設定については「ご使用の手引き」
を参照して必要な設定を行ってください。

■リモートコンソールの終了
・「Alt」+「G」キーを押します。
・「リモート終了」を実行します。

以上でOSインストールは完了です。

□

52

・RHEL6.2の場合
2.6.32-220.4.2.el6

・RHEL6.4の場合
2.6.32-358.6.2.el6

□

・RHEL 6.2/6.4をインストールした場合は、左記
を参照して、Red Hat のWebサイトからセキュリ
ティアップデートカーネルをダウンロードし、適用
してください。

51 インスト-ルに使用したドライバにあった修正モジュールの適応
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　１．５．５　標準サーバブレード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 6.2/6.4　インストール
No. 操作 ﾁｪｯｸ

・ユーザID、パスワードを入力します。
・「接続」をクリックします。

画面

1 コンソールの切替：リモートコンソール

■リモートコンソールに接続
・リモートコンソールを起動します。

□

※リモートコンソールが既に起動している場合
は、手順3に進んでください。

※リモートコンソール起動後、Internet Explorerの
設定によっていくつかの警告が出力する場合があ
ります。その場合は、すべて「はい」もしくは「実行」
を押してください。

※事前にBMCのIPアドレスを調べてください。
BMCのIPアドレスは、SVPコンソールで「LC」コマン
ドを実行した結果から確認できます。

2 □

※リモートコンソールが既に起動している場合
は、手順3に進んでください。
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3

項目3はCase1-3の内1つを満たせばよい

3-1

Case1【フロント USBを使用する場合】

□

・フロント USBにDVDドライブを挿し、「セットアップ
CD」を入れます。

※DVDドライブの灰色のプラグをサーバブレードに
挿してください。

3-2

Case2【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】

□

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDドライブ使用」をクリックします。
・コンソール端末のCD/DVDドライブに「セットアッ
プCD」を入れます。

・「Q」をクリックします。
・「OK」をクリックします。

3-3

Case3【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

□

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ使用」をクリックします。

・「セットアップCD(ISOイメージ)」をクリックします。
・「開く」をクリックします。

※イメージファイルの作成方法は、「BS2000 リ
モートコンソールアプリケーション ユーザーズガイ
ド」を参照してください。
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□

5

・「drivers」を入力します。

□

4

■共有FCの設定
・「Continue」を選択します。

6

・「drvcfg 「ドライバハンドル」」を入力します。

□

7

・「drvcfg -s 「ドライバハンドル」 「コントローラハン
ドル」」を入力します。

□

ドライバハンドル 

ドライバハンドル 

コントローラハンドル 
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8

・「select」を入力します。
・左記のように入力します。
・「exit」を入力します。

※設定を行ってもで「Boot Device List」項目内
にWWPNが設定されない場合は、
StorageNavigatorの設定を確認してください。

□

9

・「reconnect -r」を入力します。

□
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12

・「Boot Options」を選択します。

□

13

・「Add Boot Option」を選択します。

□

10

・「map -r」を入力します。
・FCデバイスが認識されていることを確認しま
す。
・「exit」を入力します。

□

11

■ブートオーダの設定
・「Boot Maintenance Manager」を選択します。

□
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15

・「Input the description」を選択します。
・ブートデバイス名を入力します。

※左記記載は例として、「Linux」と入力していま
す。

□

16

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

14

・「FC STORAGE DEVICE」を選択します。

□

17

・「Boot Options」を選択します。

□
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19

・「USB STORAGE DEVICE」を選択します。

□

18

・「Add Boot Option」を選択します。

□

20

・「Input the description」を選択します。
・ブートデバイス名を入力します。

※左記記載は例として、「CD-ROM」と入力して
います。

□

21

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□
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22

・「Boot Options」を選択します。

□

23

・「Change Boot Order」を選択します。

□

24

・「Enter」キーを押します。

□

25

・「Shift」+「+」または「-」キーにより、ブートの順
番を以下のとおりに変更します。

CD-ROM
Linux
EFI Internal Shell

□
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26

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

29

■OSのインストール
・左記の画面が表示されます。
・「F10」キーを押します。

□

27

・「Esc」キーを押します。

□

28

・「Continue」を選択します。

□
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【フロント USBを使用する場合】
・「ドライバCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「ドライバCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

30

・「4」と入力します。
・「Enter」キーを押します。

※例としてRed Hat Linux Enterprise 6.2 (32bit
x86)を使用しております。インストールするOSに
よって表示が異なりますので、適宜読み替えて
ください。

□

31

・左記の画面が表示されるまで、約2分かかりま
す。
・「Yes」を押します。

□

33 □

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「ドライバCD(ISOイメージ)」をクリックします。
・「開く」をクリックします。

・「OK」を押します。

32

・「OK」を押します。

□
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【フロント USBを使用する場合】
・「セットアップCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「セットアップCD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

34

・「Continue」を選択します。

□

※左記画面は表示されず、次項目が表示されるこ
とがあります。

35 □

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「セットアップCD(ISOイメージ)」をクリックします。
・「開く」をクリックします。

・「No」を押します。

36

■言語の選択
・「Japanese」を選択します。
・選択後、「OK」を押します。

□

37

・「OK」を押します。

□
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【フロント USBを使用する場合】
・「インストールDVD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】
・「インストールDVD」に入れ替えます。
【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

・「はい、含まれていません。どのようなデータで
あっても破棄してください。」ボタンをクリックしま
す。

□

38

■キーボードタイプの選択
・「jp106」 を選択します。
・選択後、「OK」を押します。

□

40

39 □

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ切り替え」をクリックします。
・「インストールDVD (ISOイメージ)」をクリックしま
す。
・「開く」をクリックします。

・「OK」を押します。

41

・「次(N)」ボタンをクリックします。

□
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42

・「次(N)」ボタンをクリックします。

□

・任意のインストールタイプを選択します。
・「次(N)」ボタンをクリックします。

□

・任意のパスワードを入力します。
・「次(N)」ボタンをクリックします。

※「パスワードが弱すぎます。」という画面が表示
された場合は、「常に使用する(U)」ボタンをクリック
します。

□

43

・任意のタイムゾーンを選択します。
・「システムクロックでUTCを使用(S)」のチェックを
外します。
・「次(N)」ボタンをクリックします。

□

44

45
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【フロント USBを使用する場合】

【リモートCD/DVD（ドライブ）を使用する場合】

【リモートCD/DVD（イメージ）を使用する場合】

□

47

・インストールしたいオプションセットを選択します。
・「後でカスタマイズ(L)」か「今すぐカスタマイズ(C)」
かを選択します。
・「次(N)」ボタンをクリックします。

※「後でカスタマイズ(L)」を選択された場合は、手
順47へ進みます。

※「今すぐカスタマイズ(C)」を選択された場合は、
手順46へ進みます。

□

46

・「再起動(T)」ボタンをクリックします。

・「変更をディスクに書き込む(W)」ボタンをクリック
します。

48

・インストールしたいパッケージを選択し、「次(N)」
ボタンをクリックします。

□

・左記の画面が表示されるまで、約60分かかり
ます。

・「インストールDVD」を取り出します。

・「インストールDVD」を取り出します。

・「リモートCD/DVD」タブをクリックします。
・「CD/DVDイメージ使用」をクリックします。

49 □
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・左記画面が出力したら、ログイン画面が出力する
まで待ちます。
・Linuxにログインします。

□

52

id:3:initdefault: ■Linuxの設定
・/etc/inittabの設定内容を確認します。
次の設定値でなければ修正してください。

id:5:initdefault:を「id:3:initdefault:」に修正

□

53

#splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz

serial --unit=0 --speed=115200
terminal --timeout=10 serial console

     kernel/vmlinuz-2.6.32-131.0.15.el6.i686 ro
root=/dev/mapper/vg_rhel6x645007-lv_root
rd_LVM_LV=vg_rhel6x645007/lv_root rd_LVM_LV=vg_rhel6x645007/lv_swap
rd_NO_LUKS rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=ja_JP.UTF-8
KEYBOARDTYPE=pcKEYTABLE=jp106 nodmraid crashkernel=auto
nmi_watchdog=0 pci=noaer mce=0 no_timer_check console=ttyS0,115200
scsi_mod.scan=sync pcie_aspm=off

・/boot/grub/grub.confの設定内容を確認しま
す。
次の設定値でなければ修正してください。

①以下をコメントアウト
　splashimage=(h0,0)/grub/splash.xpm.gz
②以下を追加
　(1)serial --unit=0 --speed=115200
　(2)terminal --timeout=10 serial console
③kernel行の以下を削除
　(1)quiet
　(2)rhgb
④kernel行に以下を追加
　(1)nmi_watchdog=0
　(2)pci=noaer
　(3)mce=0
　(4)no_timer_check
  (5)console=ttyS0,115200
  (6)scsi_mod.scan=sync
  (7)pcie_aspm=off

□

50

・必要に応じて以下の設定を行ってください。
　ユーザ認証の設定
　ファイアウォールの設定
　ネットワークの設定
　RHN（Red Hat Network)への登録
　起動するサービスの設定

※キーボード設定（Keyboard configuration）は使
用しないでください。キーボード設定を選択する
と、Xの起動に失敗します。その他の注意事項に
ついて「ご使用の手引き」を参照してください。

※セットアップCDのバージョンによって左記画面
は表示されず、次項目が表示されることがありま
す。

・設定後、「Quit」を押します。

□

51
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□

55 TCP チェックサム　オフロードの設定 □

■TCPチェックサムオフロードの設定
・正常な通信を行うために、チェックサムオフロード
の設定を行ってください。設定手順については、
『BS2000 ソフトウェアガイド』を参照してください。

56

install *_edac /bin/true
install edac_* /bin/true

・/etc/modprobe.d/modprobe.confを編集しま
す。
※該当ファイルが無ければ作成してください。

   「install *_edac /bin/true」
   「install edac_* /bin/true」

□

57

blacklist e1000e
blacklist iTCO_wdt

・/etc/modprobe.d/blacklist.confを編集します。
※該当ファイルが無ければ作成してください。

以下の行を最終行に追記してください。

　　「blacklist e1000e」
　　「blacklist iTCO_wdt」 □

54

BOOTUP=serial ・/etc/sysconfig/init の設定内容を確認しま
す。
次の設定値でなければ修正してください。

BOOTUP=colorを「BOOTUP=serial」に修正

58

ONBOOT=YES ・/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethXを
編集します。
※該当ファイルが無ければ作成してください。

　　「ONBOOT=YES」

□

142 



No. 操作 ﾁｪｯｸ画面

61

# cat /proc/sys/kernel/printk
# /sbin/sysctl -n kernel.unknown_nmi_panic
# /sbin/sysctl -n kernel.panic_on_unrecovered_nmi
# /sbin/sysctl -n kernel.panic_on_io_nmi

■ログレベルを確認&NMI割り込みの設定を確
認
・「3    4    1    7」が出力すること。
・「0」が出力すること。
・「1」が出力すること。
・「1」が出力すること。

□

59

#　Controls the maximum number of shared memory segments, in pages
kernel.sysrq=1
kernel.unknown_nmi_panic=0
kernel.panic_on_unrecovered_nmi=1
kernel.panic_on_io_nmi=1
kernel.printk=3 4 1 7

・/etc/sysctl.confに内容を確認します。
以下のとおりの設定でなければ修正してくださ
い。

①kernel.sysrq=1
②kernel.unknown_nmi_panic=0
③kernel.panic_on_unrecovered_nmi=1
④kernel.panic_on_io_nmi=1
⑤kernel.printk=3 4 1 7

□

60

#reboot ■システム再起動
・「reboot」を入力しシステムを再起動させます。
・再起動後、ログインします。

□

62

■crashkernelの設定を変更

※Kdumpをご使用になられる場合、もしくは
Linux Tough Dumpをご利用になられる場合は
以下を変更してください。

・/boot/grub/grub.confのカーネル行にある
crashkernelを以下の設定値に変更してくださ
い。

※「crashkernel」がカーネル行に存在しない場
合は、以下の設定を追記してください。

　crashkernel=「任意の設定値」M@「任意の設
定値」M
　（例）：crashkernel=256M@48M

※設定値は搭載メモリ量とファイバチャネルの
ポート数によって変わりますのでご使用の環境
構成をご確認の上、任意の値をご設定くださ
い。

□
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■各ドライバのバージョン情報確認

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

■OS修正モジュールの適応

http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/

Red Hat,Inc
https://rhn.redhat.com/

※バージョン情報を確認しドライバが最新バー
ジョンでない場合は、Webから最新バージョンを
ダウンロードし、Web上にあります各ドライバの
更新手順に従いインストールしてください。

66

※その他の設定については「ご使用の手引き」
を参照して必要な設定を行ってください。

■リモートコンソールの終了
・「終了」タブをクリックします。
・「終了」をクリックします。

以上でOSインストールは完了です。

□

64 インスト-ルに使用したドライバにあった修正モジュールの適応 □

・OS の修正パッチおよび各カーネル最新情報
は、以下のWeb ページで発信しています。
また、情報は適時更新されておりますので、定
期的な確認をお願いいたします。

" 導入後のサポート "-" サポート製品ダウン
ロード"-" ダウンロード最新情報一覧 " -" OS
修正モジュール"を参照してください。

OS 修正モジュールの適応が必要な場合は、手
順に従い操作を続行してください。

65

・RHEL6.2の場合
2.6.32-220.4.2.el6

・RHEL6.4の場合
2.6.32-358.6.2.el6

□

・左記を参照して、Red Hat のWebサイトからセ
キュリティアップデートカーネルをダウンロード
し、適用してください。

63 各ドライバのバージョン情報確認 □

・各ドライバの確認方法は以下のWebページで
発信しています。

"導入後のサポート "-" サポート製品ダウン
ロード"-" ダウンロード最新情報一覧 "からイ
ンストールしたドライバのバージョン確認方法を
ご参照ください。
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２．　変更来歴
第1版

第2版

第3版

第4版

6 3
目次　１．５．４　Red Hat Enterprise Linux 6.1に6.2の内容を追加

7 3
目次　１．５．５　標準サーバブレード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 6.2
インストールを追加

3 2
はじめに　関連マニュアルの名称を変更  Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/ (AMD/Intel
64) ご使用の手引き⇒Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7 (AMD/Intel 64) ご使用の手
引き

4 3
目次　１．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6に5.7の内容を追加

5 3
目次　１．５．３　標準サーバブレード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux 5.7
インストールを追加

# ページ 変更内容

1 2
はじめに　関連マニュアルの名称を変更　Red Hat Enterprise Linux 6 (32bit x86/64bit
x86_64共通) ご使用の手引き⇒Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2 (32bit x86/64bit x86_64共
通) ご使用の手引き

2 2
はじめに　関連マニュアルの名称を変更  Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/ (x86)ご使用
の手引き⇒Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6/5.7 (x86)ご使用の手引き

10 47
１．５．２　8Gbps Fibre Channel アダプタを使用して
            Red Hat Enterprise Linux 5.3　インストールを追加

11 76 １．５．３　Red Hat Enterprise Linux 6.1 インストールを追加

12 90 変更履歴の章位置を最後尾に移動

7 6 １．1　準備　RHEL5.6/6.1のリカバリCD/ドライバCD　バージョンを追加

8 9 １．２　HVMの起動　EFI設定を変更

9 46
１．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6のインストールに以下の手順を追加
　　　　　　各ドライバのバージョン情報確認
　　　　　　インスト-ルに使用したドライバにあった修正モジュールの適応

4 3
目次　１．５．３　Red Hat Enterprise Linux 6.1 インストールを追加

5 4
インストール所要時間　RHEL5.6/6.1を追加

6 6
１．１　準備　・Hitachi Gigabit Fibre Channel Adapter Drivers CDの内容を追加
                ・対応OS　RHEL5.4のVersionを変更

1 2 はじめに　の参照先ガイドにRHEL5.6/6.1を追加

2 3 目次　１．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4に5.6の内容を追加

3 3
目次　１．５．２　8Gbps Fibre Channel アダプタを使用してRed Hat Enterprise Linux 5.3　イン
ストールの内容を追加

1 25 １．４．３　LPARの構築(HVM_Ver(58-3x)以降を使用する場合)を追加
2 30 リモートCD/DVDサポート

# ページ 変更内容

# ページ 変更内容
1 初版

# ページ 変更内容
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9 4 インストール所要時間　１．４．４　LPAR構築を追加

10 4 インストール所要時間　１．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4/5.6のインストールに5.7を
追加

# ページ 変更内容

15 7 １．１　手順1　RHEL5.7、RHEL6.2のサポート情報を追加

23 34 １．４．４　HVM_Ver(59-0ｘ)以降(79-0ｘ)以降を使用する場合のLPAR構築手順を追加

16 10
１．２　手順1　事前確認を追加

17 10
１．２　手順3　標準サーバブレード、高性能サーバブレードの名称を修正、EFI、BMCの対象
バージョンを各ブレードごとに記載するように変更

21 29 １．４．３　タイトルを変更　 LPARの構築(HVM_Ver(58-3x)以降(78-3x)以降を使用する場合)
⇒LPARの構築(HVM_Ver(58-4x-58-8x)(78-4x-78-8x)を使用する場合)

18 11
１．２　手順7-12　新規リモートコンソールの手順に変更

19 19 １．４．１　手順4-11　各設定値を任意に設定する手順に変更

20 24 １．４．２　手順4-12　各設定値を任意に設定する手順に変更

11 4
インストール所要時間　Red Hat Enterprise Linux 5.7　　標準サーバブレード E55R3/E55S3
の場合のインストール手順を追加

14 5 インストール所要時間　Red Hat Enterprise Linux 6.2　　標準サーバブレード E55R3/E55S3
の場合のインストール手順を追加

8 4
インストール所要時間　使用するCDを追加　■セットアップCDとドライバCDを使用したインス
トール手順(RHEL5)⇒■　リカバリCDとドライバCDまたはドライバ＆ユーティリティCDを使用し
た インストール手順(RHEL5)

12 4 インストール所要時間　１．５．４　Red Hat Enterprise Linux 6.1 インストールに6.2を追加

13 4 インストール所要時間　RHEL6.1/6.2のインストール時間を修正

26 50 １．５．１　手順37　言語選択画面を追加

27 51 １．５．１　手順38　キーボードタイプの選択画面を追加

33 57 １．５．１　手順62-72　ドライバのコピー手順を追加

28 52
１．５．１　手順43　手順を追加

29 53 １．５．１　手順46　RHEL5.7を追加

30 54
１．５．１　手順53　TCPチェックサムオフロードの設定項目を追加

31 56 １．５．１　手順60　"ご導入後のお客さま"を" 導入後のサポート"へ変更

32 56
１．５．１　手順61　"ご導入後のお客さま"を" 導入後のサポート"へ変更

34 60
１．５．１　手順73　セキュリティカーネルのアップデートを追加

35 62 １．５．２　手順1-2　新規リモートコンソールの手順に変更

36 63
１．５．２　手順3　新規リモートコンソールの手順に変更

37 66 １．５．２　手順10　FCデバイスの認識を確認する手順を追加

25 44 １．５．１　手順10　FCデバイスの認識を確認する手順を追加

22 30 １．４．３　手順5-14　各設定値を任意に設定する手順に変更

24 40 １．５．１　Red Hat Enterprise Linux 5.7 インストールを追加
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60 129 １．５．４　手順48　手順内から②options floppy floppy=nofifoを削除

61 129
１．５．４　手順48、49　手順内に文言追加　「※該当ファイルが無ければ作成してください。」を
追加

62 131 １．５．４　手順54-57　ユーティリティのインストール手順を追加

66 134 １．５．４　手順66-70  ドライバのコピー手順を追加

68 137 １．５．５　章を追加　標準サーバブレード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux
6.2　インストールの追加

67 135
１．５．４　手順71　セキュリティカーネルのアップデートを追加

63 132
１．５．４　手順58、59　ユーティリティのインストール手順を追加

64 133 １．５．４　手順64  "ご導入後のお客さま"を" 導入後のサポート"へ変更

65 133
１．５．４　手順65  "ご導入後のお客さま"を" 導入後のサポート"へ変更

58 128 １．５．４　手順43　手順を変更　「ログイン画面出力まで待ちます。・Linuxにログインします。」
に変更

59 129
１．５．４　手順47　TCPチェックサムオフロードの設定項目を追加

54 125 １．５．４　手順32　画像の変更と注意書きを追加

55 127 １．５．４　手順38　言語選択画面を追加

56 127 １．５．４　手順39　キーボードタイプの選択画面を追加

57 128 １．５．４　手順42  手順を追加　firstboot機能の画面と設定を追加

39 73
１．５．２　手順38-39　新規リモートコンソールの手順に変更

# ページ 変更内容

38 72 １．５．２　手順35　新規リモートコンソールの手順に変更

49 87
１．５．２　手順95　セキュリティカーネルのアップデートを追加

50 88 １．５．２　手順98　新規リモートコンソールの手順に変更

40 74
１．５．２　手順42　新規リモートコンソールの手順に変更

42 76 １．５．２　手順52　パスワードに使う文字の制限を削除

43 80 １．５．２　手順66-69　新規リモートコンソールの手順に変更

44 81 １．５．２　手順70　新規リモートコンソールの手順に変更

53 120 １．５．４　手順10　FCデバイスの認識を確認する手順を追加

41 76 １．５．２　手順51　ネットワーク設定の手順を追加

48 86
１．５．２　手順90-94　ドライバのコピー手順を追加

52 116 １．５．４　Red Hat Enterprise Linux 6.2 インストールを追加

45 83 １．５．２　手順81　　TCPチェックサムオフロードの設定項目を追加

46 85 １．５．２　手順88　"ご導入後のお客さま"を" 導入後のサポート"へ変更

47 85
１．５．２　手順89　"ご導入後のお客さま"を" 導入後のサポート"へ変更

51 89 １．５．３　章を追加　標準サーバブレード E55R3/E55S3 の場合のRed Hat Enterprise Linux
5.7　インストールの追加
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第5版

16 140 １．５．５　手順46　手順の記載方法を変更

13 126 １．５．４　手順51　カーネルバージョンの記載方法を変更

17 144 １．５．５　手順62　カーネルバージョンの記載方法を変更

9 100 １．５．３　手順49　追加タスクの選択の手順を追加

10 111 １．５．３　手順91　カーネルバージョンの記載方法を変更

15 139 １．５．５　手順45　手順の記載方法を変更

12 113 １．５．４　手順3　フロント USBのみの手順に変更

11 113 １．５．４　Red Hat Enterprise Linux 6.4 インストールを追加

14 127 １．５．５　Red Hat Enterprise Linux 6.4 インストールを追加

6 85
１．５．２　手順90　カーネルバージョンの表記を変更

7 85 １．５．２　手順91　カーネルバージョンの表記を変更

8 85 １．５．２　手順93　カーネルバージョンの記載方法を変更

# ページ 変更内容

70 166
裏表紙を追加

69 162 変更履歴を変更来歴に変更

# ページ 変更内容

5 75
１．５．２　手順51　追加タスクの選択の手順を追加

4 59
１．５．１　手順68　カーネルバージョンの記載方法を変更

2 57 １．５．１　手順59　カーネルバージョンの表記を変更

3 57 １．５．１　手順60　カーネルバージョンの表記を変更

1 3 Red Hat Enterprise Linux について 対象マニュアルマトリクスを追加
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