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1. Linuxをレキューモードで起動する

Linuxの設定変更に失敗した場合や、OSが何らかの不具合で起動しなくなった場合、
レスキューモードを起動することで、システムの復旧や設定の修正が⾏えます。

まず、CentOSのDVD-ROMをドライブにセットし、コンピューターを起動します。

※例ではCentOS6.3を使⽤しています。
※コンピューターブードモードはDVD-ROMになっている必要があります。

1.ブートオプションモードを起動します。
ブートオプション画⾯の表⽰⽅法は↓を参照してください。
CentOS6でブートオプション画⾯を表⽰する

2.ブートオプション画⾯で「linux rescue」と⼊⼒します。

3.「English」を選択して、「OK」を押下します。
 カーソル移動は「tab」キー、決定は「Enter」キーでできます。

4.「jp106」を選択して、「OK」を押下します。
 ※「j」キーを押すと⼀発で「jp106」が選択できます。

5.「Local CD/DVD」を選択して、「OK」を押下します。

6.「Setup Networking」で「No」を押下します。（ネットワーク設定が不要の場合）

7.「Rescue」で「Continue」を押下します。

8.「Rescue」で「OK」を押下します。

9.「Rescue」で「OK」を押下します。

10.「shell start shell」を選択し、「OK」を押下します。

11.画⾯下部に「bash-4.1#」と表⽰されれば、レキューモードになっています。

レスキューモードを終了するには「exit」と⼊⼒して実⾏します。

 1番⼈気 たった1⽇でプロ技術が習得できるLinuxセミナー

⼈気記事 失敗しないLinuxの転職に強い転職サイト・転職エージェント【厳選3選】

⼈気講座 リナックスマスター・ホームスタディ講座【クラウド編】

<<関連記事>>
・MIMEでエンコードされたテキストを読めるように変換する
・viエディタで⽂字をコピーする
・ハードディスクの使⽤状況を調べるには
・tar.bz2ファイルを解凍して展開するには
・tar.gz形式のファイルを解凍、展開するには

スポンサードリンク

■CentOS7サーバー構築マニュアルを無料プレゼント
下記３冊のマニュアルを無料プレゼントしています。
・CentOS7サーバー構築マニュアル（105ページ）
・VMware Playerで作る仮想Linux環境構築マニュアル（40ページ）
・DB(PostgreSQL・MySQL)構築・CentOSバージョンアップマニュアル（33ページ）

詳細は↓をいますぐクリックしてください。
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