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重要なお知らせ
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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。
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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
・Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4 (x86)
　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4 (AMD/Intel 64)
　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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　１．１　準備
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

事前準備

■事前に準備いただくもの
・以下のものを準備していただく必要がありま
す。

　・CD/DVDドライブ または USB DVDドライブ
　・リカバリCD
　・ドライバCD
　・インストールCD

※本書では、リカバリCD、ドライバCDは以下の
バージョン以降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
SystemInstallerによって動作が若干異なる場合
がございます。

2 □

■Tera Termの設定
・KEYBOARD.CNFを開きます。

1 □

□

3

4

・[設定]-[キーマップ読み込み]を選択します。

□

・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

□6

・KEYBOARD.CNFを選択します。

・[設定]-[端末]を選択します。

5 □

・[設定]-[キーボード]を選択します。

7 □

□8

・左記の設定となっていることを確認します。
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

・[設定]-[シリアルポート]を選択します。

・左記の設定となっていることを確認します。

10 □

□9

11 □

・左記の設定となっていることを確認します。
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　１．２　HVMの起動
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

■EFIの設定
・「EFI設定」タブを押します。
・以下の設定になっていることを確認します。

・「設定変更」ボタンを押します。

1

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。

□

■HVMの設定
・「HVM設定」タブを押します。
・「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」ボタンを押します。

4 □

3 □

・「確認」ボタンを押します。
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

6

□

・「確認」ボタンを押します。

5

■電源の投入
・「電源およびLED」タブを押します。
・「電源ON」ボタンを押します。

□

・「確認」ボタンを押します。

□7
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　１．３　HVMの設定
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

事前にBMCのIPアドレスを調査しておくこと

HVMコンソールの接続
1 □

2 □

■OSコンソールへの接続
・Teratermを起動しBMC_IPアドレスを入力しま
す。
・Telnet接続を選択します。
・OKを押します。
・ユーザID、パスワードを入力します。

※BMCのIPアドレスはSVPコンソールでコマン
ド:LCで確認することができます

・「HVM IP Address」にカーソルを合わせ、
　[Enter]キーを押します。
・「HVM IP Address」を入力します。

4 □

3 □

■HVMの設定
・[Alt] + [t]を入力します。
・Bladeの電源をONしてから、約7分で
SystemConfigurationが表示されます。
「Initializing HVM」の表示が消えるまで、約3分か
かります。
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
・「Subnet Mask」にカーソルを合わせ、
　[Enter]キーを押します。
・「Subnet Mask」を入力します。

・「Default Gateway」にカーソルを合わせ、
　[Enter]キーを押します。
・「Default Gateway」を入力します。

5 □

6 □

・「VNIC System No」にカーソルを合わせ、
　[Enter]キーを押します。
・「VNIC System No」を入力します。

7 □

■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。

8 □

12



No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

9 □

・「Config Changing」が消えるまで、約1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。
・Data and Timeにカーソルを合わせ、[Enter]
キーを押します。

□

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]を押します。

1 □

■LPARの作成
・HVM構成管理でLPARを作成するHVM IDを選
択します。
・マウスで右クリックし「LPAR作成」を選択しま
す。

・LPAR識別子を選択します。
・[次へ]を押します。

2 □

3 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
■メモリサイズの設定
・「4096」を選択します。
・[次へ]を押します。

■プロセッサ数の設定
・占有プロセッサで、「0」を選択します。

4 □

・共有プロセッサで、「2」を選択します。
・[次へ]を押します。

6 □

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]を押します。

・「1」を選択します。
・「割り当て状態」を選択します。
・[変更]を押します。
・[次へ]を押します。

7 □

■共有FCポートの設定
・「0」を選択します。
・「共有FCポート」を選択します。
・[変更]を押します。
・[次へ]を押します。

8 □

9 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
■共有NICの設定
・「0」を選択します。
・「1a」を選択します。
・[変更]を押します。

・「1」を選択します。
・「1b」を選択します。
・[変更]を押します。
・[次へ]を押します。

10 □

・[完了]を押します。

11 □

12 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
・[OK]を押します。

・LPARが作成されます。

13 □

■構成定義の保存
・「HVMに設定保存」を選択します。

15 □

14 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
・[はい]を選択します。

■LPARの起動
・「LPARのActivate」を選択します。

□16

・[はい]を選択します。

17 □

18 □
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　１．４．２　LPARの構築(HVM_Ver(58-2x)以前を使用する場合)
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

■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にカーソルを合
わせ、[Enter]キーを押します。

・[F6]キーを押します。
・作成するLPAR番号を選択し、[Enter]キーを押
します。

□

□2

1

・当該LPARの「Name」列にカーソルを合わせ、
[Enter]キーを押します。
・「LPAR名称」を入力します。

■プロセッサ数の設定
・「Shr」列にカーソルを合わせ、[Enter]キーを押
します。
・「2」を入力します。

□4

3 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
■メモリサイズの設定
・「Mem」列にカーソルを合わせ、[Enter]キーを
押します。
・「4096」を選択します。

■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にカーソルを合わせ、[Enter]
キーを押します。

5 □

6 □

・[Enter]キーを押します。

・「1a」を選択し、[Enter]キーを押します。

8 □

7 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

9 □

10 □

・共有NICが設定されます。

■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にカーソルを合わせ、
[Enter]キーを押します。

・[Enter]キーを押します。

・「共有FCポート」を選択し、[Enter]キーを押しま
す。

11 □

12 □
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ
・共有FCポートが設定されます。

■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。

14 □

13 □

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にカーソルを合
わせ、[Enter]キーを押します。
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

・[Continue]を選択します。

18 □

17 □

■LPARの起動
・[F3]キーを押し、LPARをActします。
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　１．４．３　LPARの構築(HVM_Ver(58-3x)以降を使用する場合)
No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

1

■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にカーソルを合
わせ、[Enter]キーを押します。

□

2

・[F6]キーを押します。
・作成するLPAR番号を選択し、[Enter]キーを押
します。

□

3

・当該LPARの「Name」列にカーソルを合わせ、
[Enter]キーを押します。
・「LPAR名称」を入力します。

□

4

■プロセッサ数の設定
・「Scd」列にカーソルを合わせ、[Enter]キーを押
します。
・「S」を選択します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

5

■プロセッサ数の設定
・「Pro」列にカーソルを合わせ、[Enter]キーを押
します。
・「2」を選択します。

□

6

■メモリサイズの設定
・「Mem」列にカーソルを合わせ、[Enter]キーを
押します。
・「4096」を選択します。

□

7 □

8

・[Enter]キーを押します。

□

■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にカーソルを合わせ、[Enter]
キーを押します。
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

9

・「1a」を選択し、[Enter]キーを押します。

□

10

・共有NICが設定されます。

□

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にカーソルを合わせ、
[Enter]キーを押します。

□

12

・[Enter]キーを押します。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

13

・「共有FCポート」を選択し、[Enter]キーを押しま
す。

□

□14

・共有FCポートが設定されます。

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。

□
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No. 画面 操作 ﾁｪｯｸ

17

・[Esc]キーを押し、Menuスクリーンを表示しま
す。
・Logical Partition Configurationにカーソルを合
わせ、[Enter]キーを押します。

□

18

■LPARの起動
・[F3]キーを押し、LPARをActします。

□

19

・[Continue]を選択します。

□
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　１．５　Red Hat Enterprise Linux 5.3/5.4のインストール
No. 操作 ﾁｪｯｸ

■リモートコンソールに接続
・ユーザID、パスワードを入力します。
・「接続」を押します。

□

□

2

画面

コンソールの切替：リモートコンソール1

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】

・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。

□3-1
3
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
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接続]を選択します。

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接続]を選択します。

□

・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。

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]を押します。

・[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。

3

・[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。

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。

3-3
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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

drvcfg [ドライバハンドル]」を入力します。

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

6 □

□7

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
・「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。

□8

・「reconnect -r」を入力します。

□9
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「map -r」を入力します。
・「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。

□

□

10

11

Boot Options」を選択します。

・「Add Boot Option」を選択します。

□

□

12

13
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「FC STORAGE DEVICE」を選択します。

・「Input the description」を選択します。

・ブートデバイス名を入力します。

□

□15

14

ブ トデバイス名を入力します。

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□16

□17
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「Boot Options」を選択します。

・「Add Boot Option」を選択します。

・「USB STORAGE DEVICE」を選択します。

□

□

18

19

USB STORAGE DEVICE」を選択します。

・「Input the description」を選択します。

□

□21

20
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・ブートデバイス名を入力します。

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

・「Boot Options」を選択します。

□

□23

22

Boot Options」を選択します。

・「Change Boot Order」を選択します。

24

25

□

□
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・[Enter]キーを押します。

・[Shift]+[+]または[-]キーにより、ブートの順番を
します。

・以下の順番になっていることを確認します。

26

□27

□

以下の順番になっていることを確認します。

CD-ROM
Linux
EFI Internal Shell

・「Commit Changes and Exit」を選択します。

□

□

28

29
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・[Esc]キーを押します。

・[Continue]を選択します。

■OSのインストール

31

30 □

□

■OSのインスト ル
・画面に「Press any key to boot from CD or DVD」
表示された場合、すぐに任意のキーを押します。
・左記の画面が表示されます。
・[F10]キーを押します。

・[3]を選択します。
・[Enter]キーを押します。

33

□32

□
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・左記の画面が表示されるまで、約2分かかりま
・[Yes]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】
・[Alt]+[G]キーを押します。
・[CD/DVD操作]-[CD/DVD接続]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
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。

【フロント USBを使用する場合】

□

□34

35

【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。
・[CD/DVD操作]-[CD/DVD接続]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
す。
・[OK]を押します。
・[リモート開始]を実行します。

・[No]を押します。

【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。
・[CD/DVD操作]-[CD/DVD接続]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
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。

□

□
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・左記の画面が表示されるまで、約15分かかりま
【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。
・[CD/DVD操作]-[CD/DVD接続]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
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。

・左記の画面が表示されるまで、約15分かかりま
【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。
・[CD/DVD操作]-[CD/DVD接続]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
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。

・左記の画面が表示されるまで 約3分かかりま

□
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・左記の画面が表示されるまで、約3分かかりま
【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。
・[CD/DVD操作]-[CD/DVD接続]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
択します。
・[OK]を押します。
・[リモート開始]を実行します。

・左記の画面が表示されるまで、約3分かかりま

【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。

・[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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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
■Linuxの設定
・Linuxにログインします。

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、
「nmi_watchdog=0」がなければ追加します。

・/boot/grub/grub.confのkernel行に、以下のカー

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

・/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
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
lpj=2530000を指定してください。
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・/etc/sysctl.confに、
　「kernel.unknown_nmi_panic=0」
　「kernel.panic_on_unrecovered_nmi=1」
　がなければ追加します。

・/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

□

□

46

47

■シリアルコンソ 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。

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

□
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・/etc/securettyの 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。

・[システム]-[管理]-[ディスプレイ]を選択します。

50 □
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[システム] [管理] [ディスプレイ]を選択します。

※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。

・「ハードウェア」のタブをクリックします。
・モニタータイプの「設定」を押します。
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・「Generic LCD Display」の「LCD Panel 1024
×768」を選択します。
・[OK]を押します。

・「モニター設定」のタブをクリックします。
・「1024×768」を選択します。
・[OK]を押します。

・[OK]を押します。

□
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[OK]を押します。

・[システム]-[rootのログアウト…]を選択します。

□
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No. 操作 ﾁｪｯｸ画面
・[ログアウト]を押します。

■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。
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