
概要 

http://pve.proxmox.com/wiki/Roadmap#Roadmap_for_2.x 

 

ドキュメント (work in progress) 

http://pve.proxmox.com/wiki/Category:Proxmox_VE_2.0 

 

ビデオ 教材 

http://www.youtube.com/proxmoxve 

 

参加する (incl. links to the public git repository and bugzilla bugtracker): 

http://www.proxmox.com/products/proxmox-ve/get-involved 

 

フォーラム 

http://forum.proxmox.com/ 

 

Download 

http://www.proxmox.com/downloads/proxmox-ve/ 
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Proxmox Version2.2 インストール 
1. V2.0でGUI、機能を一新 

ProxmoxVEjp   ProxmoxVEの情報を日本語で提供します。 

 http://proxmoxvejp.sourceforge.net/ 
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2. ログイン画面 (日本語がサポートされている) 
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3. データセンター画面  
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4. Virtual Machine 作成 
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5. Template の利用(OpenVZのみ) 

6. クラスタ構成 

  これまでのマスタースレーブ構成から、本格的な HA(Hi availability)構成が可能となった。 
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7. 負荷状況のグラフィカル表示 

8.Proxmox で Desktop 構成 
★ 以下のノウハウでサーバー１台で、作成した VM の起動、VNC での確認ができるようになります。 

◎ Proxmox をインストールすると、デフォルトでGUI の無い、サーバー構成となります。 

 これにX-windows をインストールして、Desktop 環境を作成できます。 

    参考 

 URL:  http://pve.proxmox.com/wiki/Developer_Workstations_with_Proxmox_VE_and_X11  

 ここではlxde をdesktop ,  iceweasel をbrowser としてインストールします。 

  Iceweasel を日本語化するための Add-on も利用できます。 

  aptitude  install  iceweasel-l10n-ja 

Proxmox Version2.2 インストール 
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◎これだけでは足りません。日本語フォントが必要です。 

 参考  「Debianで日本語を表示するには」 
 URL:  http://www.exacteye.com/debian_ja.html#debian_ja_view 

システムとして日本語のロケールが作成されているか確認します。 

# dpkg-reconfigure locales  

TrueTypeフォントのインストール 

# apt-get install ttf-kochi-gothic ttf-kochi-mincho ttf-kochi-gothic-naga10 ttf-sazanami-gothic ttf-sazanami-

mincho  

 

◎ Proxmox にJava をインストールします。 

    参考 debian6 squeeze でsunのjavaを使いたいです。 

                    http://www.softel.co.jp/blogs/tech/archives/2584 

1. /etc/apt/sources.listに次の行を追加 

deb  http://ftp.nara.wide.ad.jp/debian/ squeeze  main  non-free 

2. インストール 

apt-get  install  sun-java6-jdk  sun-java6-demo  

 

◎ Proxmox に Google Chrome をインストールします。 

Google で Google Chrome Debian でググったら
URL( http://www.google.com/chrome/eula.html?platform=linux&hl=ja ) を案内され、それに従って、 

google-chrome-stable_current_amd64.deb  をGet  してインストール。 

このままでは、Google Chrome で JavaPlugin  が有効になっていません。 

これを有効にする手順: 

mkdir   /opt/google/chrome/plugins 

cd  /opt/google/chrome/plugins 

ln  -s  ~/opt/jre1.6.0_18/lib/amd64/libnpjp2.so 

8.Proxmox で Desktop 構成つづき 
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◎ Proxmox の Disk 構成を図示します。 

最初に boot パーティションを 512*1024ブロックで作成し、残りを lvm でパーティションで作成します。 

/dev/sda1  

 

/dev/sda2                      

/boot 

pve (lvm2) 
(Logical Volume 

Manager) 

 LV   VG   Attr   LSize  

root pve  -wi-ao  96.00G                                      

swap pve  -wi-ao   4.00G 

data pve  -wi-ao 826.50G                                       

# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> 

/dev/pve/root / ext3 errors=remount-ro 0 1 

/dev/pve/data /var/lib/vz ext3 defaults 0 1 

UUID=e982620b-1342-4a05-a54c-2c515a4c04ff /boot ext3 defaults 0 1 

/dev/pve/swap none swap sw 0 0 

proc /proc proc defaults 0 0 

$rootdev ='/dev/pve/root'; 

$datadev = '/dev/pve/data‘;   

$swapfile = '/dev/pve/swap‘;                                

Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on 

/dev/mapper/pve-root  99083868    726228  93324476   1% / 

tmpfs                  2016928         0   2016928   0% /lib/init/rw 

udev                     10240       604      9636   6% /dev 

tmpfs                  2016928         0   2016928   0% /dev/shm 

/dev/mapper/pve-data 853049764    205136 852844628   1% /var/lib/vz 

/dev/sda1               516040     31632    458196   7% /boot 

df 

9. Proxmox の Disk 構成 
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オープンソース  仮想化プラットフォーム 

ＫＶＭ 

ＯｐｅｎＶＺ 

対応 
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