
インストール&ヒアリングシート 
株式会社レクサス 

■ 弊社サーバ，メニューシステム使用時に留意していただくこと 

1. クライアントマシンのＯＳについて 

組み込みメニューソフト(Launch Menu)は Windows2000 以降対応ですので現時点では

Windows2000, XP 及び Vista をサポートしています。それ以前の Windows に関してはサポート

の対象外となります。なお、組み込みメニューシステムを御利用にならなくても CD/DVD-ROM

ファイルサーバとして Windows95 以降の Windows マシンで御利用いただけます。 

2. ネットワークについて 

現在のバージョンで使用しているネットワークプロトコルは HTTP(Hyper Text Transfer 

Protocol：Web サービスで使用されるプロトコル)及び SMB(Server Message Block : Windows の

ファイル共有プロトコル)のみとなっています。メニュー表示は HTTP 経由、アプリケ-ションデー

タ，コンテンツ情報やメニュー情報などへはSMB経由でクライアントマシンからアクセスできるよ

うにネットワークが設定されている必要があります。 

 

■ レクサス CD/DVD－ROM サーバ OS ライセンス設定 

レクサス CD/DVD-ROM サーバは OS として Red Hat Linux ES4 を採用していま

す。この OS はライセンスフリーですがセキュリティホールのパッチ配布等のサポート

(サブスクリプション)は有償となっています。製品は標準で 1 年のサブスクリプションが

提供されております。また、サブスクリプション登録を行わなければセキュリティホー

ルのパッチ等は別途自己責任で行っていただくことになります。なお、サブスクリプシ

ョンの権利が消滅した後も OS 自体はそのまま御利用いただけます。弊社にてサブス

クリプション登録を行う場合は弊社より発送される日から遡って最大 7 日前に行われ

ます。 

 

・ サブスクリプション登録を弊社にて 行う ･ 行わない  

(どちらかに○をつけてください) 
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■ レクサス CD/DVD－ROM サーバ環境設定 

CD/DVD－ROM サーバの設定 

・ 標準管理ユーザ名  root  パスワード              

(パスワードは半角英数字 6 文字以上。無指定時は出荷時デフォルトの”rootroot”。納品後に

お客様で修正可能です。) 

・ 追加管理ユーザ名              パスワード               

(無指定時は追加管理ユーザの設定無し。納品後にお客様で追加可能です。) 

・ サーバ名              ドメイン／グループ名              

・ IP アドレス設定方法 (御利用になる方の□にチェックを入れてください) 

□自動  DHCP 

□手動   IP アドレス     .    .    .      

デフォルトルータ     .    .    .      サブネットマスク     .    .    .     

・ DNS  □自動 □手動 

Primary IP アドレス     .    .    .     Secondary IP アドレス     .    .    .     

・ WINS  □使用する □使用しない 

Primary IP アドレス     .    .    .     Secondary IP アドレス     .    .    .     

・ 時刻設定 □手動 □自動(NTP) 

1st NTP サーバ アドレス     .    .    .     サーバ名               （いずれか） 

2nd NTP サーバ アドレス     .    .    .     サーバ名               （いずれか） 

□ Red Hat デフォルトを使用 

（NTP 使用時は最低でもいずれかひとつは必要です。全て入力することも出来ますしこれ以上も

設定できます。3rd NTP サーバ以上を御利用になりたい場合は別途御相談ください。） 

・ 管理者画面(ブラウザによるアクセス)のユーザ名とパスワード 

ユーザ名          パスワード                   

(無指定時は管理者画面のパスワードロック無し。納品後にお客様で追加・修正可能です。) 

 

上記設定の他、設置作業時には以下の点が重要な情報となっていますのでご確認ください。 

・ サーバとそれにアクセスするクライアントは同一セグメントにあるのか。 

同一セグメントに無い場合、名前解決等（DNS, WINS, lmhosts など）がきちんと出来ていないと

サーバに対してアクセスできません。 

・ ファイヤーウォールがサーバとクライアント間に存在するか。 

ファイヤーウォールがある場合、http, smb は最低限通すようにして頂きます。 
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・ クライアントに PC 環境復元ツールが入っているか。 

瞬快、ドライブシールド等の毎起動時/ログイン時に PC の環境や HDD を復元・初期化するよう

なソフトが入っている場合は解除方法をご用意いただきます。 

・ シェアード PC 等ディスクレス環境のクライアントか。 

この場合は別途御相談ください。 

 

なおこれらの他、環境・コンテンツ等での留意事項等ございましたらご連絡ください。 

 

保守関連 

本装置の故障時の対応としてサーバ本体、増強ディスク装置のハードウェア故障はデル株式会

社が、ジュークボックス（DVRSA100C,200C,600C,200D,600D）のハードウェア故障は日本ビクター

株式会社が担当します。これらのオンサイトサポートを受ける為には設置場所の登録が必要となり

ます。設置場所については登録後 1 週間を目処に有効となりますので事前に設置場所や御担当

者の電話番号 e-mail アドレス等を登録しておくことをお勧めします。勿論設置後でも登録・変更が

可能です。事前の登録を御希望の場合は御相談ください。 

 

サブスクリプションが行われたOSの管理をどうするかも御判断いただきます。弊社にてサブスクリ

プション登録をした場合一旦弊社の管理下に置かれます。そのまま弊社にて管理することは可能

です（別途費用は発生いたしません）。また、もし御要望があればお客様にその管理権限をお渡し

することも可能です。この場合お客様で RHN(Red Hat Login)にユーザ登録(ログインアカウントの作

成)をしていただき、RED HAT 社よりサブスクリプション転送手続きの文面が送られてまいりますの

でそれに御記入いただくことになります。既に RHN にアカウントをお持ちの場合はそちらを使って

のサブスクリプション登録も可能ですので御相談ください。 
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■ 使用予定のコンテンツ記入シート 

インストールするコンテンツはネットワークで使用できる事が前提となります。また、データ格納・

アプリケーションのインストールを行う際にオリジナルのメディア及びマニュアルが必要となります。

また受注条件によりインストールの支援内容が異なります。詳しくは受注内容を御確認ください。通

常はご説明用に 1 コンテンツをインストールいたします。 

 

インストールコンテンツ 

コンテンツ名、バージョン、年度 出版元 

No 

枚数 ネットワーク使用 メディアの有無 マニュアルの有無 備考 

  
1 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

2 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

3 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

4 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

5 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

6 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

7 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

8 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  
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5 

コンテンツ名、バージョン、年度 出版元 

No 

枚数 ネットワーク使用 メディアの有無 マニュアルの有無 備考 

  
 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

 

 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

  

 

 可・不可・不明 有・無・不明 有・無・不明  

 

(不足分はこのページをコピーしてお使いください) 

 


