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Linux Tips

Windows XPとLinuxを共存させるには（LILO編）

北浦訓⾏
2001/12/27

 Windows 9xがインストールされたPCにWindows NT／2000／XP
を新規インストールすると、PC起動時にOSを選択する画⾯（OS
Loader）が表⽰されるようになる。それに対し、Windows XPプリ
インストールPCは電源を投⼊するといきなりWindows XPが起動す
る。OS Loaderは⼊っていないように思われるが、実はちゃんとイン
ストールされている。従って、設定を⾏えばWindows XPプリインス
トールPCをLinuxとのデュアルブートにすることができる（編注）。

注：以下、Windows XPを例に説明するが、Windows NT／2000にも応
⽤可能。

 まず、HDにLinux⽤のパーティションを作成し、Linuxをそのパー
ティションにインストールする。Linux⽤パーティションの作成⽅法
だが、プリインストールPCの機種によってはリカバリCDでパーティ
ション構成を変えられるものがあるので、それを利⽤するのが⼿っ取
り早い。また、市販のパーティション設定ツール（PartitionMagicな
ど）を使えば、グラフィカルなユーザーインターフェイスで既存のデ
ータを破壊することなく新規パーティションを作成できる。

 さて、Linux⽤パーティションにインストールする際には、Linuxの
ブートローダ（ここではLILO）をインストールする場所に注意が必要
だ。LILOをインストールする場所は、「Linuxをインストールするパ
ーティションの最初のセクタ」でなければならない。もし誤って「マ
スターブートレコード（MBR）」にインストールしてしまうと、
Windows XPが起動しなくなってしまう。

 また、Linuxをインストールする際は、必ずブートディスク（起動
FD）を作成すること。そうしないと、Linuxを起動するすべがなくな
ってしまい、Windows XPとLinuxを共存させるためのLinux上での
作業ができなくなってしまう。

 ここでは、LILOを使ってWindows XPとLinuxを共存させる設定を
⾏う。なお、以下のパーティション構成を例に説明する。

/dev/hda1 Windows XP
/dev/hda5 Red Hat Linux 7.2
/dev/hda6 スワップ

1. ブートディスクを使ってLinuxを起動する

2. Linuxパーティションのブートセクタをファイル化する

# dd if=/dev/hda5 of=bootlnx.img bs=512 count=1　←ブートセクタをbootl
nx.imgというファイルにする
読み込んだブロック数は 1+0
書き込んだブロック数は 1+0
# mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy　←FDをマウント
# cp ./bootlnx.img /mnt/floppy　←bootlnx.imgをFDにコピー
# reboot　←Linuxを終了してWindows XPを起動

3. ファイル化したブートセクタをWindows XPのルートフォルダに
コピーする

ファイル化したブートセクタはWindows XPのエクスプローラでコ
ピーできる（画像をクリックすると拡⼤表⽰します）

4. Windows XPのboot.iniを編集する

 通常、C:\boot.iniはWindows XPのエクスプローラには表⽰され
ない。［スタート］メニューの［ファイル名を指定して実⾏］をクリ
ックし、ダイアログボックスが表⽰されたら「notepad
c:\boot.ini」と⼊⼒して［OK］ボタンをクリックする。

［ファイル名を指定して実⾏］ダイアログボックスを使っ
てboot.iniをメモ帳で開く

 メモ帳が開いたら、boot.iniの最後に以下の⾏を追加する。

c:\bootlnx.img="Red Hat 7.2"

boot.iniの最下⾏にファイル化したブートセクタを指定する

 保存終了したら、Windows XPを再起動する。すると、Windows
XPのOS Loader（ntdetect.com）が起動して、以下のように表⽰さ
れるはずだ。

起動メニューに［Windows XP］と［Red Hat 7.2］の選択肢が
表⽰された
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【 pidof 】コマンド――コマンド名からプロセスIDを探す （2017/7/27）
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実⾏例
までを紹介していきます。今回は、コマンド名からプロセスIDを探す「pidof」コ
マンドです。
Linuxの「ジョブコントロール」をマスターしよう （2017/7/21）
 今回は、コマンドライン環境でのジョブコントロールを試してみましょう。X環
境を持たないサーバ管理やリモート接続時に役⽴つ操作です
【 pidstat 】コマンド――プロセスのリソース使⽤量を表⽰する （2017/7/2
1）
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実⾏例
までを紹介していきます。今回は、プロセスごとのCPUの使⽤率やI/Oデバイスの
使⽤状況を表⽰する「pidstat」コマンドです。
【 iostat 】コマンド――I/Oデバイスの使⽤状況を表⽰する （2017/7/20）
本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実⾏例
までを紹介していきます。今回は、I/Oデバイスの使⽤状況を表⽰する「iostat」
コマンドです。
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「なぜ⽇本政府が作るソフトウェアは使えない
モノばかりなのか？」――中島聡⽒が考える
「⽇本社会のDX」の要件

【 git clone 】コマンド――Gitのリポジトリを
複製する

【 git checkout 】コマンド（基礎編）――ワー
クツリーを特定のブランチやコミットに切り替
える

【 git pull 】コマンド――リモートリポジトリ
の変更内容を取り込む

安定志向のNRIが変化の激しいKubernetesを推
進する理由

【 git push 】コマンド（基礎編）――ローカル
リポジトリの内容をリモートリポジトリに送信
する

【 dnf 】コマンド（基礎編）――ソフトウェア
（パッケージ）をインストールする

【 git init 】コマンド――Gitのリポジトリを作
成する

【 git add 】コマンド――変更内容をインデッ
クスに追加してコミット対象にする

【 git remote 】コマンド（基礎編）――リモー
トリポジトリを追加、削除する
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