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PRIMERGY BX620 S4 Debian GNU/Linux 4.0 r0 動作確認
●本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における 動作結果であり、お客様の ご

利用環境でのフリーOSの動作を保証するものではなく、フリーOSの利用を推奨するものでもありません。  
●本資料で公開している動作確認情報にもとづき、フリーOSの導入・利用を行なったことにより お客様に損害が生じた 場合

には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。  
●弊社の窓口では、PRIMERGYに関連したフリーOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。 そのため、フリ

ーOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いします。  
●ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。  
●本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。 

  

ハード環境 

PRIMERGY BX620 S4 

        ・CPU        ：デュアルコア インテル Xeon プロセッサー 5110 （1.60GHz） 

        ・メモリ     ：2GB 

        ・NIC        ：BCM5715S (1Gbps x2port) x3 

        ・HDD        ：73GB × 2 (RAID1) 

        ・外部記憶   ：USB-CD ドライブ、USB-FD ドライブ 

     

デバイスドライバ 

        ・LAN        ：Broadcom NetXtreme BCM5715S (1Gbps x2port) tg3 V3.71b 

        ・RAID       ：LSI Logic SAS 1068 Fusion MPT base driver/Fusion MPT SAS  3.02.83.23-2 

        ・VGA        ：ATI ES1000 

  

ディストリビューション 

    ・Debian GNU/Linux 4.0 r0 (x86) 

                   Kernel-2.6.18-4-686 



インストール及び動作確認結果 

PRIMERGY BX620 S4  Debian GNU/Linux 4.0 r0 

テストコンテンツ 結果 

HDD／RAID ドライバのインストール OS 標準 
LAN ドライバのインストール OS 標準 
検証機に対して、install が行えるか確認する O.K 
Install した後に reboot が正しく行われるか確認する O.K 
Reboot した後に root ユーザにて login できるか確認する O.K 
root ユーザでログインした状態で、”shutdown -h now”コマンドを投下し shutdown が行われるか確認する O.K 
Install にて設定値がだたしく表示(ifconfig コマンド)されるか確認する O.K 
Target から他の PC に対して Ping を送ることができるか確認する O.K 
他の PC から Target に対して Ping が送ることができるか確認する O.K 
netcfg を利用して network 構成が変更できるか確認する O.K 
フロッピードライブが利用できることを確認する O.K 
CD／DVD-ROM ドライブが利用できることを確認する O.K 
web サービス(http)が利用できることを確認する O.K 
ftp サービスが利用できることを確認する O.K 
nfs サービスが利用できることを確認する O.K 
片側の HDD を抜いても Operating System が動作していることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、reboot を行いシステムがブートアップすることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにて login できることを確認する O.K 
ServerView のインストール インストールできません。 
ServerViewRAID のインストール インストールできません。 
GAM（Global Array Manager）のインストール インストールできません。 
片側の HDD を戻し、raid の再構成(rebuild)が行われることを確認する O.K 

自動リビルド 
Raid の再構築終了後、reboot を行いシステムがブートアップする事を確認する O.K 
Raid の再構成終了後の環境に root ユーザにて login することを確認する O.K 

  



■インストール手順 

  

インストール時の手順  

1. 以下のコマンドを実行します。 

# boot: installgui 

2  以降は通常のインストールを実行します。  

 

以上でインストール作業は終了です。 

 

 



 

PRIMERGY BX620 S4 Debian GNU/Linux 4.0 r1 動作確認
●本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における 動作結果であり、お客様の ご

利用環境でのフリーOSの動作を保証するものではなく、フリーOSの利用を推奨するものでもありません。  
●本資料で公開している動作確認情報にもとづき、フリーOSの導入・利用を行なったことにより お客様に損害が生じた 場合

には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。  
●弊社の窓口では、PRIMERGYに関連したフリーOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。 そのため、フリ

ーOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いします。  
●ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。  
●本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。 

  

ハード環境 

PRIMERGY BX620 S4 

        ・CPU        ：デュアルコア インテル Xeon プロセッサー 5110 （1.60GHz） 

        ・メモリ     ：2GB 

        ・NIC        ：BCM5715S (1Gbps x2port) x3 

        ・HDD        ：73GB × 2 (RAID1) 

        ・外部記憶   ：USB-CD ドライブ、USB-FD ドライブ 

     

デバイスドライバ 

        ・LAN        ：Broadcom NetXtreme BCM5715S (1Gbps x2port) tg3 V3.71b 

        ・RAID       ：LSI Logic SAS 1068 Fusion MPT base driver/Fusion MPT SAS  3.02.83.23-2 

        ・VGA        ：ATI ES1000 

  

ディストリビューション 

    ・Debian GNU/Linux 4.0 r1 (x86) 

                   Kernel-2.6.18-5-686 



インストール及び動作確認結果 

PRIMERGY BX620 S4  Debian GNU/Linux 4.0 r1 

テストコンテンツ 結果 

HDD／RAID ドライバのインストール OS 標準 
LAN ドライバのインストール OS 標準 
検証機に対して、install が行えるか確認する O.K 
Install した後に reboot が正しく行われるか確認する O.K 
Reboot した後に root ユーザにて login できるか確認する O.K 
root ユーザでログインした状態で、”shutdown -h now”コマンドを投下し shutdown が行われるか確認する O.K 
Install にて設定値がだたしく表示(ifconfig コマンド)されるか確認する O.K 
Target から他の PC に対して Ping を送ることができるか確認する O.K 
他の PC から Target に対して Ping が送ることができるか確認する O.K 
netcfg を利用して network 構成が変更できるか確認する O.K 
フロッピードライブが利用できることを確認する O.K 
CD／DVD-ROM ドライブが利用できることを確認する O.K 
web サービス(http)が利用できることを確認する O.K 
ftp サービスが利用できることを確認する O.K 
nfs サービスが利用できることを確認する O.K 
片側の HDD を抜いても Operating System が動作していることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、reboot を行いシステムがブートアップすることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにて login できることを確認する O.K 
ServerView のインストール インストールできません。 
ServerViewRAID のインストール インストールできません。 
GAM（Global Array Manager）のインストール インストールできません。 
片側の HDD を戻し、raid の再構成(rebuild)が行われることを確認する O.K 

自動リビルド 
Raid の再構築終了後、reboot を行いシステムがブートアップする事を確認する O.K 
Raid の再構成終了後の環境に root ユーザにて login することを確認する O.K 

  



■インストール手順 

  

インストール時の手順  

1. 以下のコマンドを実行します。 

# boot: installgui 

2  以降は通常のインストールを実行します。  

 

以上でインストール作業は終了です。 

 

 



 

PRIMERGY BX620 S4 Fedora Core 5 動作確認
●本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における 動作結果であり、お客様の ご

利用環境でのフリーOSの動作を保証するものではなく、フリーOSの利用を推奨するものでもありません。  
●本資料で公開している動作確認情報にもとづき、フリーOSの導入・利用を行なったことにより お客様に損害が生じた 場合

には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。  
●弊社の窓口では、PRIMERGYに関連したフリーOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。 そのため、フリ

ーOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いします。  
●ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。  
●本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。 

 

ハード環境 

PRIMERGY BX620 S4 

        ・CPU        ：デュアルコア インテル Xeon プロセッサー 5110 （1.60GHz） 

        ・メモリ     ：2GB 

        ・NIC        ：BCM5715S (1Gbps x2port) x3 

        ・HDD        ：73GB × 2 (RAID1) 

        ・外部記憶   ：USB-CD ドライブ、USB-FD ドライブ 

     

デバイスドライバ 

        ・LAN        ：Broadcom NetXtreme BCM5715S (1Gbps x2port) tg3 V3.71b 

        ・RAID       ：LSI Logic SAS 1068 Fusion MPT base driver/Fusion MPT SAS  3.02.83.23-2 

        ・VGA        ：ATI ES1000 

  

ディストリビューション 

・Fedora Core 5 (x86) 

      kernel-2.6.15-1.2054_FC5 



インストール及び動作確認結果 

PRIMERGY BX620 S4  Fedora Core 5 

テストコンテンツ 結果 

HDD／RAID ドライバのインストール OS 標準 
LAN ドライバのインストール 以下のドライバを適用しました。 

Broadcom 社 tg3 (linux-3.71b.zip) 
検証機に対して、install が行えるか確認する O.K 
Install した後に reboot が正しく行われるか確認する O.K 
Reboot した後に root ユーザにて login できるか確認する O.K 
root ユーザでログインした状態で、”shutdown -h now”コマンドを投下し shutdown が行われるか確認する O.K 
Install にて設定値がだたしく表示(ifconfig コマンド)されるか確認する O.K 
Target から他の PC に対して Ping を送ることができるか確認する O.K 
他の PC から Target に対して Ping が送ることができるか確認する O.K 
netcfg を利用して network 構成が変更できるか確認する O.K 
フロッピードライブが利用できることを確認する O.K 
CD／DVD-ROM ドライブが利用できることを確認する O.K 
web サービス(http)が利用できることを確認する O.K 
ftp サービスが利用できることを確認する O.K 
nfs サービスが利用できることを確認する O.K 
片側の HDD を抜いても Operating System が動作していることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、reboot を行いシステムがブートアップすることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにて login できることを確認する O.K 
ServerView のインストール インストールできません。 
ServerViewRAID のインストール インストールできません。 
GAM（Global Array Manager）のインストール O.K 

GAM-7.00-25 
片側の HDD を戻し、raid の再構成(rebuild)が行われることを確認する O.K 

自動リビルド 
Raid の再構築終了後、reboot を行いシステムがブートアップする事を確認する O.K 
Raid の再構成終了後の環境に root ユーザにて login することを確認する O.K 

  



■インストール手順 

インストール時の手順  

1. 以下のコマンドを実行します。 

# boot: linux nostorage nonet nodmraid 

2.「 Add Device 」で必要なドライバをインストールする。 

  オンボード SAS アレイコントローラ：LSI Logic Fusion MPT Base Driver (mptbase) 

LSI Logic Fusion MPT SAS Host Driver (mptsas) 

Intel PIIX/ICH ATA controllers (ata_piix) 

   3. 必要なドライバがインストールされていることを確認し、「Done」を選択します。 

4. 以降は通常のインストールを実行します。  

 

 

LAN ドライバのインストール 

 ダウンロードしたファイルを任意のフォルダで解凍します。 

    # unzip linux-3.71b.zip 

       # cd linux-3.71b/Server/Linux/Driver 

       # tar –zxvf tg3-3.71b.tar.gz 

     ビルド、インストールをします。 

    # cd src 

       # make 

      # insmod tg3.ko 

       # make install 

     システムを再起動します。 

 

Broadcom tg3 ドライバ 

http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/downloaddrivers.php 

 

以上でインストール作業は終了です。 

  

  

 



GAM のインストール 
   Snmp、xinetd がインストールされていることを確認する。 
 インストール 

１． サービスの起動 
/etc/init.d/snmpd start 
/etc/init.d/xinetd start 

２． 自動起動設定 
chkconfig snmpd on 
chkconfig xinetd on 

３． インストール 
ドライバＣＤをセットします。 
mount –r /dev/cdrom /media/cdrom 
cd /media/cdrom/RHEL4/UTY/GAM/Linux 
./insgam.sh 
cd / 
umount /media/cdrom 

４． アカウントとパスワードの設定 
useradd gamroot 
passwd gamroot 
パスワードを設定します。 

５． GAM の設定変更 
vi /etc/sysconfig/gam 
  
変更前 

START_GAMEVENT=n 
GAMEVENT_OPTIONS="" 
～ 中略～ 
START_GAMEVLOG=n 

  
    変更後  

START_GAMEVENT=y         ←「n」を「y」に変更します。 
GAMEVENT_OPTIONS="-h IPアドレス" ←GAM Clientがインストールされている管理用 



                         WindowsシステムのIPアドレスを設定します。 
～ 中略～ 
START_GAMEVLOG=y  ←「n」を「y」に変更します。 

   

  ６．システムを再起動します。 

 



 

PRIMERGY BX620 S4 Fedora Core 6 動作確認
●本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における 動作結果であり、お客様の ご

利用環境でのフリーOSの動作を保証するものではなく、フリーOSの利用を推奨するものでもありません。  
●本資料で公開している動作確認情報にもとづき、フリーOSの導入・利用を行なったことにより お客様に損害が生じた 場合

には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。  
●弊社の窓口では、PRIMERGYに関連したフリーOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。 そのため、フリ

ーOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いします。  
●ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。  
●本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。 

 

ハード環境 

PRIMERGY BX620 S4 

        ・CPU        ：デュアルコア インテル Xeon プロセッサー 5110 （1.60GHz） 

        ・メモリ     ：2GB 

        ・NIC        ：BCM5715S (1Gbps x2port) x3 

        ・HDD        ：73GB × 2 (RAID1) 

        ・外部記憶   ：USB-CD ドライブ、USB-FD ドライブ 

     

デバイスドライバ 

        ・LAN        ：Broadcom NetXtreme BCM5715S (1Gbps x2port) tg3 V3.71b 

        ・RAID       ：LSI Logic SAS 1068 Fusion MPT base driver/Fusion MPT SAS  3.02.83.23-2 

        ・VGA        ：ATI ES1000 

  

ディストリビューション 

    ・Fedora Core 6 (x86) 

             Kernel-2.6.18-1.2798.FC6 



 

インストール及び動作確認結果 

PRIMERGY BX620 S4  Fedora Core 6 

テストコンテンツ 結果 

HDD／RAID ドライバのインストール OS 標準 
LAN ドライバのインストール OS 標準 
検証機に対して、install が行えるか確認する O.K 
Install した後に reboot が正しく行われるか確認する O.K 
Reboot した後に root ユーザにて login できるか確認する O.K 
root ユーザでログインした状態で、”shutdown -h now”コマンドを投下し shutdown が行われるか確認する O.K 
Install にて設定値がだたしく表示(ifconfig コマンド)されるか確認する O.K 
Target から他の PC に対して Ping を送ることができるか確認する O.K 
他の PC から Target に対して Ping が送ることができるか確認する O.K 
netcfg を利用して network 構成が変更できるか確認する O.K 
フロッピードライブが利用できることを確認する O.K 
CD／DVD-ROM ドライブが利用できることを確認する O.K 
web サービス(http)が利用できることを確認する O.K 
ftp サービスが利用できることを確認する O.K 
nfs サービスが利用できることを確認する O.K 
片側の HDD を抜いても Operating System が動作していることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、reboot を行いシステムがブートアップすることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにて login できることを確認する O.K 
ServerView のインストール インストールできません。 
ServerViewRAID のインストール インストールできません。 
GAM（Global Array Manager）のインストール O.K 

GAM-7.00-25 
片側の HDD を戻し、raid の再構成(rebuild)が行われることを確認する O.K 

自動リビルド 
Raid の再構築終了後、reboot を行いシステムがブートアップする事を確認する O.K 
Raid の再構成終了後の環境に root ユーザにて login することを確認する O.K 

  



■インストール手順 

インストール時の手順  

1. 以下のコマンドを実行します。 

# boot: linux text nostorage nonet nodmraid 

2.「 Add Device 」で必要なドライバをインストールする。 

  オンボード SAS アレイコントローラ：LSI Logic Fusion MPT Base Driver (mptbase) 

LSI Logic Fusion MPT SAS Host Driver (mptsas) 

Intel PIIX/ICH ATA controllers (ata_piix) 

       オンボードLAN コントローラ：Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet adapter (tg3) 

   3. 必要なドライバがインストールされていることを確認し、「Done」を選択します。 

4. 以降は通常のインストールを実行します。  

以上でインストール作業は終了です。 

  

GUI でログインする場合 

1.     「root」でログイン後、ディスプレイ設定を行います。 

# system-config-display -–set-driver=vesa -–set-resolution=800x600 –-set-depth=16 –-reconfig  

# system-config-display –-forceui 

2.     ディスプレイ設定ツールが起動します。 

設定を変更して「OK」ボタンをクリックします。 

確認画面が現れるので「OK」ボタンをクリックします。 

3.     GUI のログイン画面を表示します。 

# telinit 5 

  

GAM のインストール 
   Snmp、xinetd がインストールされていることを確認する。 
 インストール 

１． サービスの起動 
/etc/init.d/snmpd start 
/etc/init.d/xinetd start 

２． 自動起動設定 
chkconfig snmpd on 



chkconfig xinetd on 
３． インストール 

ドライバＣＤをセットします。 
mount –r /dev/cdrom /media/cdrom 
cd /media/cdrom/RHEL4/UTY/GAM/Linux 
./insgam.sh 
cd / 
umount /media/cdrom 

４． アカウントとパスワードの設定 
useradd gamroot 
passwd gamroot 
パスワードを設定します。 

５． GAM の設定変更 
vi /etc/sysconfig/gam 
  
変更前 

START_GAMEVENT=n 
GAMEVENT_OPTIONS="" 
～ 中略～ 
START_GAMEVLOG=n 

  
    変更後  

START_GAMEVENT=y         ←「n」を「y」に変更します。 
GAMEVENT_OPTIONS="-h IPアドレス" ←GAM Clientがインストールされている管理用 

                         WindowsシステムのIPアドレスを設定します。 
～ 中略～ 
START_GAMEVLOG=y  ←「n」を「y」に変更します。 

   

  ６．システムを再起動します。 

 



 

PRIMERGY BX620 S4 Fedora 7 動作確認
●本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における 動作結果であり、お客様の ご

利用環境でのフリーOSの動作を保証するものではなく、フリーOSの利用を推奨するものでもありません。  
●本資料で公開している動作確認情報にもとづき、フリーOSの導入・利用を行なったことにより お客様に損害が生じた 場合

には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。  
●弊社の窓口では、PRIMERGYに関連したフリーOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。 そのため、フリ

ーOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いします。  
●ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。  
●本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。 

 

ハード環境 

PRIMERGY BX620 S4 

        ・CPU        ：デュアルコア インテル Xeon プロセッサー 5110 （1.60GHz） 

        ・メモリ     ：2GB 

        ・NIC        ：BCM5715S (1Gbps x2port) x3 

        ・HDD        ：73GB × 2 (RAID1) 

        ・外部記憶   ：USB-CD ドライブ、USB-FD ドライブ 

     

デバイスドライバ 

        ・LAN        ：Broadcom NetXtreme BCM5715S (1Gbps x2port) tg3 V3.71b 

        ・RAID       ：LSI Logic SAS 1068 Fusion MPT base driver/Fusion MPT SAS  3.02.83.23-2 

        ・VGA        ：ATI ES1000 

  

ディストリビューション 

    ・Fedora 7 (x86) 

            kernel-2.6.21-1.3194.fc7 



インストール及び動作確認結果 

PRIMERGY BX620 S4  Fedora 7 

テストコンテンツ 結果 

HDD／RAID ドライバのインストール OS 標準 
LAN ドライバのインストール OS 標準 
検証機に対して、install が行えるか確認する O.K 
Install した後に reboot が正しく行われるか確認する O.K 
Reboot した後に root ユーザにて login できるか確認する O.K 
root ユーザでログインした状態で、”shutdown -h now”コマンドを投下し shutdown が行われるか確認する O.K 
Install にて設定値がだたしく表示(ifconfig コマンド)されるか確認する O.K 
Target から他の PC に対して Ping を送ることができるか確認する O.K 
他の PC から Target に対して Ping が送ることができるか確認する O.K 
netcfg を利用して network 構成が変更できるか確認する O.K 
フロッピードライブが利用できることを確認する O.K 
CD／DVD-ROM ドライブが利用できることを確認する O.K 
web サービス(http)が利用できることを確認する O.K 
ftp サービスが利用できることを確認する O.K 
nfs サービスが利用できることを確認する O.K 
片側の HDD を抜いても Operating System が動作していることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、reboot を行いシステムがブートアップすることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにて login できることを確認する O.K 
ServerView のインストール インストールできません。 
ServerViewRAID のインストール インストールできません。 
GAM（Global Array Manager）のインストール O.K 

GAM-7.00-25 
片側の HDD を戻し、raid の再構成(rebuild)が行われることを確認する O.K 

自動リビルド 
Raid の再構築終了後、reboot を行いシステムがブートアップする事を確認する O.K 
Raid の再構成終了後の環境に root ユーザにて login することを確認する O.K 

  



■インストール手順 

インストール時の手順  

1. 起動メニューの「Install or upgrade an existing system」に選択して［Enter］キーを押します。 

2. 以降は通常のインストールを実行します。 

以上でインストール作業は終了です。 

   

GAM のインストール 
   Snmp、xinetd がインストールされていることを確認する。 
 インストール 

１． サービスの起動 
/etc/init.d/snmpd start 
/etc/init.d/xinetd start 

２． 自動起動設定 
chkconfig snmpd on 
chkconfig xinetd on 

３． インストール 
ドライバＣＤをセットします。 
mount –r /dev/cdrom /media/cdrom 
cd /media/cdrom/RHEL4/UTY/GAM/Linux 
./insgam.sh 
cd / 
umount /media/cdrom 

４． アカウントとパスワードの設定 
useradd gamroot 
passwd gamroot 
パスワードを設定します。 

５． GAM の設定変更 
vi /etc/sysconfig/gam 
  
変更前 

START_GAMEVENT=n 
GAMEVENT_OPTIONS="" 



～ 中略～ 
START_GAMEVLOG=n 

  
    変更後  

START_GAMEVENT=y         ←「n」を「y」に変更します。 
GAMEVENT_OPTIONS="-h IPアドレス" ←GAM Clientがインストールされている管理用 

                         WindowsシステムのIPアドレスを設定します。 
～ 中略～ 
START_GAMEVLOG=y  ←「n」を「y」に変更します。 

   

  ６．システムを再起動します。 

 

 



 

  

PRIMERGY BX620S3 CentOS 4.3 動作確認
●本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における 動作結果であり、お客様の ご

利用環境でのフリーOSの動作を保証するものではなく、フリーOSの利用を推奨するものでもありません。  
●本資料で公開している動作確認情報にもとづき、フリーOSの導入・利用を行なったことにより お客様に損害が生じた 場合

には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。  
●弊社の窓口では、PRIMERGYに関連したフリーOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。 そのため、フリ

ーOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いします。  
●ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。  
●本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。 

  

ハード環境 

PRIMERGY BX620 S4 

        ・CPU        ：デュアルコア インテル Xeon プロセッサー 5110 （1.60GHz） 

        ・メモリ     ：2GB 

        ・NIC        ：BCM5715S (1Gbps x2port) x3 

        ・HDD        ：73GB × 2 (RAID1) 

        ・外部記憶   ：USB-CD ドライブ、USB-FD ドライブ 

     

デバイスドライバ 

        ・LAN        ：Broadcom NetXtreme BCM5715S (1Gbps x2port) tg3 V3.71b 

        ・RAID       ：LSI Logic SAS 1068 Fusion MPT base driver/Fusion MPT SAS  3.02.83.23-2 

        ・VGA        ：ATI ES1000 

  

ディストリビューション 

    ・CentOS 4.3 (x86) 

            Kernel-2.6.9-34.EL 

 



インストール及び動作確認結果 

PRIMERGY BX620 S4  CentOS 4.3 

テストコンテンツ 結果 

HDD／RAID ドライバのインストール OS 標準 
LAN ドライバのインストール 以下のドライバを適用しました。 

Broadcom 社 tg3 (linux-3.71b.zip) 
検証機に対して、install が行えるか確認する O.K 
Install した後に reboot が正しく行われるか確認する O.K 
Reboot した後に root ユーザにて login できるか確認する O.K 
root ユーザでログインした状態で、”shutdown -h now”コマンドを投下し shutdown が行われるか確認する O.K 
Install にて設定値がだたしく表示(ifconfig コマンド)されるか確認する O.K 
Target から他の PC に対して Ping を送ることができるか確認する O.K 
他の PC から Target に対して Ping が送ることができるか確認する O.K 
netcfg を利用して network 構成が変更できるか確認する O.K 
フロッピードライブが利用できることを確認する O.K 
CD／DVD-ROM ドライブが利用できることを確認する O.K 
web サービス(http)が利用できることを確認する O.K 
ftp サービスが利用できることを確認する O.K 
nfs サービスが利用できることを確認する O.K 
片側の HDD を抜いても Operating System が動作していることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、reboot を行いシステムがブートアップすることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにて login できることを確認する O.K 
ServerView のインストール O.K 

ServerView S2 V4.20-25 
ServerViewRAID のインストール O.K 

ServerView_RAID v2.01-12 
GAM（Global Array Manager）のインストール   
片側の HDD を戻し、raid の再構成(rebuild)が行われることを確認する O.K 

自動リビルド 
Raid の再構築終了後、reboot を行いシステムがブートアップする事を確認する O.K 
Raid の再構成終了後の環境に root ユーザにて login することを確認する O.K 



■インストール手順 

  

インストール時の手順  

1. 以下のコマンドを実行します。 

# boot: linux nostorage nonet nodmraid 

2.「 Add Device 」で必要なドライバをインストールする。 

  オンボード SAS アレイコントローラ：LSI Logic Fusion MPT Base Driver (mptbase) 

LSI Logic Fusion MPT SAS Host Driver (mptsas) 

Intel PIIX/ICH ATA controllers (ata_piix) 

   3. 必要なドライバがインストールされていることを確認し、「Done」を選択します。 

4. 以降は通常のインストールを実行します。  

 

  

 LAN ドライバのインストール 

 ダウンロードしたファイルを任意のフォルダで解凍します。 

    # unzip linux-3.71b.zip 

       # cd linux-3.71b/Server/Linux/Driver 

       # tar –zxvf tg3-3.71b.tar.gz 

     ビルド、インストールをします。 

    # cd src 

       # make 

      # insmod tg3.ko 

       # make install 

     システムを再起動します。 

 

Broadcom tg3 ドライバ 

http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/downloaddrivers.php 

 

以上でインストール作業は終了です。 

 



 

  

PRIMERGY BX620 S4 CentOS 4.4 動作確認
●本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における 動作結果であり、お客様の ご

利用環境でのフリーOSの動作を保証するものではなく、フリーOSの利用を推奨するものでもありません。  
●本資料で公開している動作確認情報にもとづき、フリーOSの導入・利用を行なったことにより お客様に損害が生じた 場合

には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。  
●弊社の窓口では、PRIMERGYに関連したフリーOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。 そのため、フリ

ーOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いします。  
●ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。  
●本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。 

  

ハード環境 

PRIMERGY BX620 S4 

        ・CPU        ：デュアルコア インテル Xeon プロセッサー 5110 （1.60GHz） 

        ・メモリ     ：2GB 

        ・NIC        ：BCM5715S (1Gbps x2port) x3 

        ・HDD        ：73GB × 2 (RAID1) 

        ・外部記憶   ：USB-CD ドライブ、USB-FD ドライブ 

     

デバイスドライバ 

        ・LAN        ：Broadcom NetXtreme BCM5715S (1Gbps x2port) tg3 V3.71b 

        ・RAID       ：LSI Logic SAS 1068 Fusion MPT base driver/Fusion MPT SAS  3.02.83.23-2 

        ・VGA        ：ATI ES1000 

  

ディストリビューション 

    ・CentOS 4.4 (x86) 

            Kernel-2.6.9-42.EL 

 



インストール及び動作確認結果 

PRIMERGY BX620 S4  CentOS 4.4 

テストコンテンツ 結果 

HDD／RAID ドライバのインストール OS 標準 
LAN ドライバのインストール OS 標準 
検証機に対して、install が行えるか確認する O.K 
Install した後に reboot が正しく行われるか確認する O.K 
Reboot した後に root ユーザにて login できるか確認する O.K 
root ユーザでログインした状態で、”shutdown -h now”コマンドを投下し shutdown が行われるか確認する O.K 
Install にて設定値がだたしく表示(ifconfig コマンド)されるか確認する O.K 
Target から他の PC に対して Ping を送ることができるか確認する O.K 
他の PC から Target に対して Ping が送ることができるか確認する O.K 
netcfg を利用して network 構成が変更できるか確認する O.K 
フロッピードライブが利用できることを確認する O.K 
CD／DVD-ROM ドライブが利用できることを確認する O.K 
web サービス(http)が利用できることを確認する O.K 
ftp サービスが利用できることを確認する O.K 
nfs サービスが利用できることを確認する O.K 
片側の HDD を抜いても Operating System が動作していることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、reboot を行いシステムがブートアップすることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにて login できることを確認する O.K 
ServerView のインストール O.K 

ServerView S2 V4.20-25 
ServerViewRAID のインストール O.K 

ServerView_RAID v2.01-12 
GAM（Global Array Manager）のインストール   
片側の HDD を戻し、raid の再構成(rebuild)が行われることを確認する O.K 

自動リビルド 
Raid の再構築終了後、reboot を行いシステムがブートアップする事を確認する O.K 
Raid の再構成終了後の環境に root ユーザにて login することを確認する O.K 



■インストール手順 

  

インストール時の手順  

1. 以下のコマンドを実行します。 

# boot: linux nostorage nonet nodmraid 

2.「 Add Device 」で必要なドライバをインストールする。 

  オンボード SAS アレイコントローラ：LSI Logic Fusion MPT Base Driver (mptbase) 

LSI Logic Fusion MPT SAS Host Driver (mptsas) 

Intel PIIX/ICH ATA controllers (ata_piix) 

       オンボードLAN コントローラ：Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet adapter (tg3) 

   3. 必要なドライバがインストールされていることを確認し、「Done」を選択します。 

4. 以降は通常のインストールを実行します。  

以上でインストール作業は終了です。 

  

 



 

  

PRIMERGY BX620 S4 CentOS 5.0 動作確認
●本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における 動作結果であり、お客様の ご

利用環境でのフリーOSの動作を保証するものではなく、フリーOSの利用を推奨するものでもありません。  
●本資料で公開している動作確認情報にもとづき、フリーOSの導入・利用を行なったことにより お客様に損害が生じた 場合

には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。  
●弊社の窓口では、PRIMERGYに関連したフリーOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。 そのため、フリ

ーOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いします。  
●ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。  
●本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。 

  

ハード環境 

PRIMERGY BX620 S4 

        ・CPU        ：デュアルコア インテル Xeon プロセッサー 5110 （1.60GHz） 

        ・メモリ     ：2GB 

        ・NIC        ：BCM5715S (1Gbps x2port) x3 

        ・HDD        ：73GB × 2 (RAID1) 

        ・外部記憶   ：USB-CD ドライブ、USB-FD ドライブ 

     

デバイスドライバ 

        ・LAN        ：Broadcom NetXtreme BCM5715S (1Gbps x2port) tg3 V3.71b 

        ・RAID       ：LSI Logic SAS 1068 Fusion MPT base driver/Fusion MPT SAS  3.02.83.23-2 

        ・VGA        ：ATI ES1000 

  

ディストリビューション 

    ・CentOS 5.0 (x86) 

             Kernel-2.6.18-8.EL5 

 



インストール及び動作確認結果 

PRIMERGY BX620 S4  CentOS 5.0 

テストコンテンツ 結果 

HDD／RAID ドライバのインストール OS 標準 
LAN ドライバのインストール OS 標準 
検証機に対して、install が行えるか確認する O.K 
Install した後に reboot が正しく行われるか確認する O.K 
Reboot した後に root ユーザにて login できるか確認する O.K 
root ユーザでログインした状態で、”shutdown -h now”コマンドを投下し shutdown が行われるか確認する O.K 
Install にて設定値がだたしく表示(ifconfig コマンド)されるか確認する O.K 
Target から他の PC に対して Ping を送ることができるか確認する O.K 
他の PC から Target に対して Ping が送ることができるか確認する O.K 
netcfg を利用して network 構成が変更できるか確認する O.K 
フロッピードライブが利用できることを確認する O.K 
CD／DVD-ROM ドライブが利用できることを確認する O.K 
web サービス(http)が利用できることを確認する O.K 
ftp サービスが利用できることを確認する O.K 
nfs サービスが利用できることを確認する O.K 
片側の HDD を抜いても Operating System が動作していることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、reboot を行いシステムがブートアップすることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにて login できることを確認する O.K 
ServerView のインストール O.K 

ServerView S2 V4.20-25 
ServerViewRAID のインストール O.K 

ServerView_RAID v2.01-12 
GAM（Global Array Manager）のインストール   
片側の HDD を戻し、raid の再構成(rebuild)が行われることを確認する O.K 

自動リビルド 
Raid の再構築終了後、reboot を行いシステムがブートアップする事を確認する O.K 
Raid の再構成終了後の環境に root ユーザにて login することを確認する O.K 



■インストール手順 

  

インストール時の手順  

1. 以下のコマンドを実行します。 

# boot: linux nostorage nonet nodmraid 

2.「 Add Device 」で必要なドライバをインストールする。 

  オンボード SAS アレイコントローラ：LSI Logic Fusion MPT Base Driver (mptbase) 

LSI Logic Fusion MPT SAS Host Driver (mptsas) 

Intel PIIX/ICH ATA controllers (ata_piix) 

       オンボードLAN コントローラ：Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet adapter (tg3) 

   3. 必要なドライバがインストールされていることを確認し、「Done」を選択します。 

4. 以降は通常のインストールを実行します。  

以上でインストール作業は終了です。 

  

  

  



 

  

PRIMERGY BX620 S4 Vine Linux 4.1 動作確認
●本資料で公開する動作確認情報については、あくまでも弊社で用意したテスト環境における 動作結果であり、お客様の ご

利用環境でのフリーOSの動作を保証するものではなく、フリーOSの利用を推奨するものでもありません。  
●本資料で公開している動作確認情報にもとづき、フリーOSの導入・利用を行なったことにより お客様に損害が生じた 場合

には、弊社はその損害につき責任を負いかねます。  
●弊社の窓口では、PRIMERGYに関連したフリーOSに関する問合せ、その他のサポートはお受けできません。 そのため、フリ

ーOSの導入・利用にあたっては、お客様の責任で、ご利用いただきますようお願いします。  
●ハードウェアの修理・保守に関しては、当該機種が正式にサポートしているOS環境での動作の範囲に限られます。  
●本資料記載の内容は、予告なしに変更される場合があります。 

  

ハード環境 

PRIMERGY BX620 S4 

        ・CPU        ：デュアルコア インテル Xeon プロセッサー 5110 （1.60GHz） 

        ・メモリ     ：2GB 

        ・NIC        ：BCM5715S (1Gbps x2port) x3 

        ・HDD        ：73GB × 2 (RAID1) 

        ・外部記憶   ：USB-CD ドライブ、USB-FD ドライブ 

     

デバイスドライバ 

        ・LAN        ：Broadcom NetXtreme BCM5715S (1Gbps x2port) tg3 V3.71b 

        ・RAID       ：LSI Logic SAS 1068 Fusion MPT base driver/Fusion MPT SAS  3.02.83.23-2 

        ・VGA        ：ATI ES1000 

  

ディストリビューション 

    ・Vine Linux 4.1 (x86) 

      Kernel-2.6.16-0vl68 

 



インストール及び動作確認結果 

PRIMERGY BX620 S4  Vine Linux 4.1 

テストコンテンツ 結果 

HDD／RAID ドライバのインストール OS 標準 
LAN ドライバのインストール OS 標準 
検証機に対して、install が行えるか確認する O.K 
Install した後に reboot が正しく行われるか確認する O.K 
Reboot した後に root ユーザにて login できるか確認する O.K 
root ユーザでログインした状態で、”shutdown -h now”コマンドを投下し shutdown が行われるか確認する O.K 
Install にて設定値がだたしく表示(ifconfig コマンド)されるか確認する O.K 
Target から他の PC に対して Ping を送ることができるか確認する O.K 
他の PC から Target に対して Ping が送ることができるか確認する O.K 
netcfg を利用して network 構成が変更できるか確認する O.K 
フロッピードライブが利用できることを確認する O.K 
CD／DVD-ROM ドライブが利用できることを確認する O.K 
web サービス(http)が利用できることを確認する O.K 
ftp サービスが利用できることを確認する O.K 
nfs サービスが利用できることを確認する O.K 
片側の HDD を抜いても Operating System が動作していることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、touch コマンドを利用して書込めるか確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、reboot を行いシステムがブートアップすることを確認する O.K 
片側の HDD が抜けている状態で、root ユーザにて login できることを確認する O.K 
ServerView のインストール インストールできません。 
ServerViewRAID のインストール インストールできません。 
GAM（Global Array Manager）のインストール O.K 

GAM-7.00-25 
片側の HDD を戻し、raid の再構成(rebuild)が行われることを確認する O.K 

自動リビルド 
Raid の再構築終了後、reboot を行いシステムがブートアップする事を確認する O.K 
Raid の再構成終了後の環境に root ユーザにて login することを確認する O.K 



■インストール手順 

  

インストール時の手順  

1. 「 boot: 」 プロンプトが出たところで [ リターン ]キーを押します。  

2. 以降は通常のインストールを実行します。  

以上でインストール作業は終了です。 

 

 

GAM のインストール 

   Snmp、xinetd がインストールされていることを確認する。 

 

 インストール 

1. サービスの起動  

/etc/init.d/snmpd start 

/etc/init.d/xinetd start 

2. 自動起動設定  

chkconfig snmpd on 

chkconfig xinetd on 

3. インストール  

ドライバＣＤをセットします。 

mount –r /dev/cdrom /media/cdrom 

cd /media/cdrom/RHEL4/UTY/GAM/Linux 

./insgam.sh 

cd / 

umount /media/cdrom 

4. アカウントとパスワードの設定  

useradd gamroot 

passwd gamroot 

パスワードを設定します。 



5. GAM の設定変更  

vi /etc/sysconfig/gam 

 

変更前 

START_GAMEVENT=n 

GAMEVENT_OPTIONS="" 

～ 中略～ 

START_GAMEVLOG=n 

 

    変更後  

START_GAMEVENT=y         ←「n」を「y」に変更します。 

GAMEVENT_OPTIONS="-h IP アドレス" ←GAM Client がインストールされている管理用 

                         Windows システムの IP アドレスを設定します。 

～ 中略～ 

START_GAMEVLOG=y  ←「n」を「y」に変更します。 

   

  ６．システムを再起動します。 
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