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はじめに
この前書きは、次の項で構成されています。
• 対象読者, v ページ
• 表記法, v ページ
• Cisco UCS の関連ドキュメント, vii ページ
• マニュアルに関するフィードバック, vii ページ

対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任と専門知識を持つデータセンター管理者を主な対象にしてい
ます。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

用途

太字フォント

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキス
トは、太字フォントで示しています。
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はじめに
表記法

表記法

用途

イタリック体

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指
定するための引数は、イタリック体フォントで示してい
ます。

courier フォント

システムが表示するターミナル セッションおよび情報
は、courier フォントで示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

どれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、
波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符
を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含
めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲
んで示しています。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角
カッコで囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）があ
る場合には、コメント行であることを示します。

（注）

「注釈」です。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

ワンポイント アドバイス

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。
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はじめに
Cisco UCS の関連ドキュメント

警告

「警告」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

Cisco UCS の関連ドキュメント
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ ドキュメントの一覧については、次の URL で入手できる『Cisco UCS B-Series
Servers Documentation Roadmap』を参照してください。http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc。
すべての C シリーズ ドキュメントの一覧については、次の URL で入手できる『Cisco UCS C-Series
Servers Documentation Roadmap』を参照してください。http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc。
その他のドキュメント リソース
B シリーズおよび C シリーズのすべてのドキュメントを含む ISO ファイルは、次の URL で入手で
きます。http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821。 このページ
の [Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap Bundle] をクリックします。
この ISO ファイルは、主要なドキュメント リリースごとに更新されます。
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Twitter で Cisco UCS Docs をフォローしてください。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。 ご協力を
よろしくお願いいたします。
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1

章

インストールのチェックリストと前提条件
この章の内容は、次のとおりです。
• インストールの概要のチェックリスト, 1 ページ
• インストールの前提条件のチェックリスト, 2 ページ
• インストール ISO イメージのマウント, 3 ページ
• KVM コンソールを使用したサーバ ブート順序の設定, 4 ページ

インストールの概要のチェックリスト
C シリーズ ラックマウント サーバにオペレーティング システム（OS）をインストールするには、
次のタスクを実行します。

（注）

シスコでは C シリーズ ラックマウント サーバ用の Cisco UCS Server Configuration Utility を開
発しています。このユーティリティを使用すると、一部の Window および Linux オペレーティ
ング システムの無人インストールを実行できます。 このユーティリティは新しいサーバに付
属する CD に収録されており、Cisco.com から ISO をダウンロードすることもできます。 この
ユーティリティの最新リリースのユーザ マニュアルを参照してください。このマニュアルは
次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_
list.html
完了の確認

作業

その他の情報

インストールの前提条件のチェッ インストールまたはライセンスの要件の詳細に
クリスト, （2 ページ）に示す
ついては、インストールするオペレーティング
前提条件を実行します。
システムのドキュメントを参照してください。
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インストールのチェックリストと前提条件
インストールの前提条件のチェックリスト

完了の確認

作業

その他の情報

KVM コンソールを起動してイン 詳細については、インストール ISO イメージの
ストール メディアをマウントし マウント, （3 ページ）を参照してください。
ます。
OS のインストール手順に従っ
詳細については、次のいずれかを参照してくだ
て、インストールを完了します。 さい。
• 内蔵ドライブへの Windows Server 2003 の
インストール, （7 ページ）
• ブート可能 SAN LUN への Windows Server
2003 のインストール, （9 ページ）
• 内蔵ドライブへの Windows Server 2008 の
インストール, （13 ページ）
• ブート可能 SAN LUN への Windows Server
2008 のインストール, （16 ページ）

インストールの前提条件のチェックリスト
オペレーティング システム（OS）のインストールを開始する前に、次のものが手元にあること、
または次のタスクが完了していることを確認します。
完了の確認

前提条件
インストールしようとしているオペレーティング システム（OS）のバージョン
がインストール先サーバでサポートされていることを確認します。
サポートされているバージョンについては、該当する PDF を参照するか、対話型
の UCS Hardware and Software Interoperability Utility を使用します。 どちらも次の
URL で利用できます。http://www.cisco.com/web/techdoc/ucs/interoperability/matrix/
matrix.html
CIMC GUI の IP アドレスと、管理権限を持つログイン アカウントが設定されてい
ることを確認します。
OS のインストール メディアが、DVD の形態か ISO イメージとして手元にあるこ
とを確認します。 ソフトウェアにアクティベーション キーが必要な場合は、そ
の情報も手元にあることを確認します。
ヒント

ISO イメージを使用するより比較的速いため、OS をインストールする
ときは DVD ドライブにインストール ディスクを挿入する方法を使用す
ることを推奨します。 ただし、ISO イメージを仮想ディスクとしてマッ
ピングする手順についても示します。
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インストールのチェックリストと前提条件
インストール ISO イメージのマウント

完了の確認

前提条件
使用する C シリーズ サーバ タイプ用の Cisco UCS C シリーズ ドライバ DVD、ま
たはこの DVD の ISO イメージが手元にあることを確認します。
（注）

ISO イメージをダウンロードする場合は、そのイメージを DVD に書き
込むか、サードパーティ製ユーティリティを使用してラップトップの
ハード ドライブ上にあるイメージをマウントする必要があります。
インストール時に、この DVD から適切なドライバ イメージ ファイル
を抽出してサーバからアクセス可能な場所に保存し、そのイメージファ
イルを仮想フロッピーとしてマウントできるようにする必要がありま
す。

サーバが LSI MegaRAID コントローラを装備している場合は、サーバのドライブ
の RAID 設定を行います。 OS をインストールする前に LSI MegaRAID LUN を設
定していないと、インストール時にディスク検出エラーが発生し、「No Device
Found」といったエラー メッセージが表示される可能性があります。

インストール ISO イメージのマウント
はじめる前に
インストールの前提条件のチェックリスト, （2 ページ）に示す前提条件が実行済みであること
を確認します。

手順
ステップ 1

Web ブラウザで、CIMC GUI の Web リンクを入力または選択します。

ステップ 2

ログイン ウィンドウで、管理者のユーザ名とパスワードを入力します。
デフォルトのユーザ名は admin で、デフォルトのパスワードは password です。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Server] タブの [Remote Presence] をクリックします。

ステップ 4

（任意） ISO インストール イメージやドライバ IMG ファイルなどの仮想メディアを使用する場
合は、次の手順を実行します。
a) [Work] ペインの [Virtual Media] タブに移動します。
b) [Virtual Media Properties] 領域の [Enabled] チェックボックスがオフになっている場合は、オン
にします。
c) 設定を変更した場合は、[Save Changes] をクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインの [Virtual KVM] タブに移動します。

ステップ 6

[vKVM Properties] 領域の [Enabled] チェックボックスがオフになっている場合は、オンにして [Save
Changes] をクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域の [Launch KVM Console] をクリックします。
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インストールのチェックリストと前提条件
KVM コンソールを使用したサーバ ブート順序の設定

CIMC GUI では、別のウィンドウに KVM コンソールが開きます。
ステップ 8

仮想メディアにアクセスする方法は、使用している KVM コンソールのバージョンによって異な
ります。 次のいずれかを実行して、仮想メディアにアクセスします。
• [Virtual Media] タブをクリックします。
• [VM] タブをクリックします。
• [Tools] > [Virtual Media]を選択します。

ステップ 9

[Add Image] をクリックして、インストール ISO イメージを含むディレクトリに移動します。

ステップ 10

ISO イメージ ファイルを選択して、[Open] をクリックします。

ステップ 11

[Client View] 領域で、ISO ファイルに対応する [Mapped] カラムのチェックボックスをオンにし、
マッピングが完了するのを待ちます。
ヒント
マッピングの進行状況を確認するには、[Details] をクリックしま
す。

次の作業
インストールする OS のインストール手順に従って、OS をインストールします。

KVM コンソールを使用したサーバ ブート順序の設定
（注）

CIMC GUI または CIMC CLI を使用してブート順序を設定する場合は、使用している CIMC の
バージョンの GUI または CLI の『Cisco Integrated Management Controller Configuration Guide』
を参照してください。 コンフィギュレーション ガイドは次の URL で入手できます。http://
www.cisco.com/en/US/products/ps10739/products_installation_and_configuration_guides_list.html。

手順
ステップ 1

まだ開いていない場合は、KVM コンソールを起動します。

ステップ 2

サーバをリブートします。

ステップ 3

KVM コンソールの [KVM] タブでブート メッセージを監視し、プロンプトが表示されたら F2 を
押して BIOS セットアップに入ります。
（注）
F2 を押してから BIOS セットアップ ユーティリティが表示されるまで、少し時間がか
かります。これは、サーバがデバイスの初期化を継続するためです。 初期化が完了し
た後にユーティリティが表示されます。

ステップ 4

BIOS セットアップ ユーティリティ画面で、[Boot Options] タブをクリックします。

ステップ 5

システムの設定方法に基づいて、次の手順を実行します。
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インストールのチェックリストと前提条件
KVM コンソールを使用したサーバ ブート順序の設定

インストール タイプ

説明

単一のハード ドライブ システ
1 [Boot Option #1] を選択して Enter を押します。
ムへの内部インストール
2 ポップアップ メニューで、インストール先ドライブを選択
して Enter を押します。
複数のハード ドライブ システ
1 [Boot Options] タブで、[Hard Disk Order] を選択して Enter を
ムへの内部インストール
押します。
2 [Hard Disk Order] タブで、[Boot Option #1] を選択して Enter
を押します。
3 ポップアップ メニューで、インストール先ドライブを選択
して Enter を押します。
4 Esc を押して、メインの [Boot Options] タブに戻ります。
ブート可能 SAN LUN へのイン
1 [Boot Options] タブで、[Hard Disk Order] を選択して Enter を
ストール
押します。
2 [Hard Disk Order] タブで、[Boot Option #1] を選択して Enter
を押します。
3 ポップアップ メニューで、インストール先 SAN LUN を選択
して Enter を押します。
4 Esc を押して、メインの [Boot Options] タブに戻ります。

ステップ 6

F10 キーを押して、変更を保存しサーバをリブートします。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Windows インストレーション ガイド
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Windows Server 2003 のインストール
この章の内容は、次のとおりです。
• 内蔵ドライブへの Windows Server 2003 のインストール, 7 ページ
• ブート可能 SAN LUN への Windows Server 2003 のインストール, 9 ページ

内蔵ドライブへの Windows Server 2003 のインストール
ここでは、CIMC GUI と KVM コンソールを使用して、Service Pack 2（SP2）x86 または x64 が適
用された Windows Server 2003 を内蔵ドライブにインストールする方法について説明します。
その他のバージョンの Windows Server 2003 はサポートされていません。

（注）

シスコでは C シリーズ ラックマウント サーバ用の Cisco UCS Server Configuration Utility を開
発しています。このユーティリティを使用すると、一部の Window および Linux オペレーティ
ング システムの無人インストールを実行できます。 このユーティリティは新しいサーバに付
属する CD に収録されており、Cisco.com から ISO をダウンロードすることもできます。 この
ユーティリティの最新リリースのユーザ マニュアルを参照してください。このマニュアルは
次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_
list.html

はじめる前に
インストールの前提条件のチェックリスト, （2 ページ）に示す前提条件が実行済みであること
を確認します。

手順
ステップ 1

Cisco UCS C シリーズ ドライバ DVD または DVD ISO ファイルで取り付け済みデバイスのドライ
バを探して、サーバからアクセスできる場所にドライバを抽出します。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Windows インストレーション ガイド
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ヒント

必要なドライバがわからない場合は、サーバをリブートして出力メッセージを確認しま
す。 ブート プロセスによってデバイスが初期化されるときに、そのデバイスに関する
情報が表示されます。 詳細については、インストール ドライバの情報, （19 ページ）
を参照してください。

ステップ 2

仮想メディアから OS またはドライバをインストールする場合は、KVM コンソールを起動し、イ
ンストール ISO イメージのマウント, （3 ページ）の説明に従ってメディアをマウントします。

ステップ 3

マス ストレージ コントローラまたは SAN HBA デバイス用のドライバ IMG イメージ ファイルを
マウントします。
a) [Add Image] をクリックして、デバイスおよびオペレーティング システム用のドライバ IMG イ
メージ ファイルを含むディレクトリに移動します。
b) IMG イメージ ファイルを選択して、[Open] をクリックします。
c) デバイスをフロッピーとしてエミュレートするかどうかを確認するメッセージが表示された
ら、[Yes] をクリックします。
d) [Client View] 領域で、IMG 仮想フロッピーに対応する [Mapped] カラムのチェックボックスを
オンにし、マッピングが完了するのを待ちます。

ステップ 4

次のいずれかの方法を使用して、サーバの電源を再投入します。
• KVM コンソールで、[KVM] タブに移動して [Macros] > [Ctrl-Alt-Del] を選択します。
• CIMC GUI で、[Navigation] ペインの [Summary] をクリックしてから、[Server Summary] タブ
の [Actions] 領域にある [Power Cycle Server] をクリックします。
• 物理サーバの電源ボタンを押します。

ステップ 5

（任意） OS のインストール後にサーバで使用するブート順序を設定する場合は、ブート メッ
セージを監視し、プロンプトが表示されたら F2 を押して BIOS セットアップに入り、ブート順序
を設定します。
詳細については、KVM コンソールを使用したサーバ ブート順序の設定, （4 ページ）を参照し
てください。

ステップ 6

通常のブート順序を一時的に変更してインストール メディアからブートするには、KVM コンソー
ルの [KVM] タブでブート メッセージを監視し、プロンプトが表示されたら F6 を押して [Boot
Menu] に入ります。

ステップ 7

[Boot Menu] 画面で、次のいずれかを実行します。
• ISO イメージを使用する場合は、[Cisco Virtual CD/DVD] を選択して Enter を押します。
• 物理インストール ディスクを使用する場合は、そのディスクが存在するディスク ドライブ
を選択して Enter を押します。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Windows インストレーション ガイド
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選択したデバイスからサーバがリブートし、イメージまたはディスクから OS のインストールが
開始されます。
ステップ 8

CD からブートすることを確認するメッセージが表示されたら、Enter を押します。 インストール
プロセスの早い段階でウィンドウの下部に表示される「Press F6 to install third-party
drivers」というプロンプトを注意して監視します。

ステップ 9

マス ストレージ コントローラまたは HBA デバイスのドライバを仮想フロッピーからインストー
ルします。
a) サードパーティ製ドライバをインストールするよう求めるプロンプトが表示されたら、F6 を
押します。 引き続きインストール プロセスを監視し、追加デバイスを指定するよう求めるプ
ロンプトが表示されるのを待ちます。
b) 追加デバイスを指定するよう求めるプロンプトが表示されたら、S を押します。
c) リストからデバイスを選択して Enter を押します。
ドライバが仮想フロッピーからインストールされます。

ステップ 10

インストールの進行状況を引き続き監視し、必要に応じてプロンプトの質問に答えることにより、
自社の要件と標準に従ってインストールを完了します。
Windows のインストールが完了すると、サーバが再びリブートします。続いて、Ctrl+Alt+Del を
押してログインし、Windows デスクトップにアクセスするよう求めるメッセージが表示されます。
Windows インストール プロセス中に指定したログイン資格情報を使用します。
（注）

ステップ 11

Windows ファイル マネージャを使用して、ステップ 1 でシスコ ドライバを抽出したフォルダに
移動します。
ドライバ DVD のフォルダ構造の詳細については、Windows インストール ドライバ, （19 ページ）
を参照してください。
ヒント

ステップ 12

この時点では、サーバ チップセットやイーサネット コントローラなどのデバイス用の
デバイス ドライバがまだインストールされていません。 Windows デバイス マネージャ
を開くと、ドライバが必要なデバイスには黄色のフラグが付いています。

Windows Server 2008 R2 を使用しているときにパフォーマンスが遅い場合は、オンボー
ド Intel 82576 NIC の最新ドライバを Intel サイト http://downloadcenter.intel.com から直接
入手します。

Windows デバイス マネージャを起動して、まだ黄色のフラグが付いているデバイスを探します。
そのようなデバイスごとに、デバイス マネージャによって手動でドライバをインストールしま
す。

ブート可能 SAN LUN への Windows Server 2003 のインス
トール
この手順では、CIMC GUI と KVM コンソールを使用して、Service Pack 2（SP2）x86 または x64
が適用された Windows Server 2003 をブート可能 SAN LUN にインストールする方法について説明
します。
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（注）

シスコでは C シリーズ ラックマウント サーバ用の Cisco UCS Server Configuration Utility を開
発しています。このユーティリティを使用すると、一部の Window および Linux オペレーティ
ング システムの無人インストールを実行できます。 このユーティリティは新しいサーバに付
属する CD に収録されており、Cisco.com から ISO をダウンロードすることもできます。 この
ユーティリティの最新リリースのユーザ マニュアルを参照してください。このマニュアルは
次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_
list.html

はじめる前に
• インストールの前提条件のチェックリスト, （2 ページ）に示す前提条件が実行済みである
ことを確認します。
• SAN で LUN または RAID ボリュームを構成し、SAN に接続して SAN HBA から LUN へのパ
スが 1 つ（1 つのみ）存在していることを確認します。
LSI RAID コントローラまたはオンボード Intel ICH10R コントローラを使用する場合は、RAID
コントローラに関する考慮事項, （21 ページ）を参照して詳細を確認してください。

手順
ステップ 1

Cisco UCS C シリーズ ドライバ DVD または DVD ISO ファイルで取り付け済みデバイスのドライ
バを探して、サーバからアクセスできる場所にドライバを抽出します。
ヒント
必要なドライバがわからない場合は、サーバをリブートして出力メッセージを確認しま
す。 ブート プロセスによってデバイスが初期化されるときに、そのデバイスに関する
情報が表示されます。 詳細については、インストール ドライバの情報, （19 ページ）
を参照してください。

ステップ 2

仮想メディアから OS またはドライバをインストールする場合は、KVM コンソールを起動し、イ
ンストール ISO イメージのマウント, （3 ページ）の説明に従ってメディアをマウントします。

ステップ 3

マス ストレージ コントローラまたは SAN HBA デバイス用のドライバ IMG イメージ ファイルを
マウントします。
a) [Add Image] をクリックして、デバイスおよびオペレーティング システム用のドライバ IMG イ
メージ ファイルを含むディレクトリに移動します。
b) IMG イメージ ファイルを選択して、[Open] をクリックします。
c) デバイスをフロッピーとしてエミュレートするかどうかを確認するメッセージが表示された
ら、[Yes] をクリックします。
d) [Client View] 領域で、IMG 仮想フロッピーに対応する [Mapped] カラムのチェックボックスを
オンにし、マッピングが完了するのを待ちます。

ステップ 4

次のいずれかの方法を使用して、サーバの電源を再投入します。
• KVM コンソールで、[KVM] タブに移動して [Macros] > [Ctrl-Alt-Del] を選択します。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Windows インストレーション ガイド
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• CIMC GUI で、[Navigation] ペインの [Summary] をクリックしてから、[Server Summary] タブ
の [Actions] 領域にある [Power Cycle Server] をクリックします。
• 物理サーバの電源ボタンを押します。
ステップ 5

（任意） OS のインストール後にサーバで使用するブート順序を設定する場合は、ブート メッ
セージを監視し、プロンプトが表示されたら F2 を押して BIOS セットアップに入り、ブート順序
を設定します。
詳細については、KVM コンソールを使用したサーバ ブート順序の設定, （4 ページ）を参照し
てください。

ステップ 6

通常のブート順序を一時的に変更してインストール メディアからブートするには、KVM コンソー
ルの [KVM] タブでブート メッセージを監視し、プロンプトが表示されたら F6 を押して [Boot
Menu] に入ります。

ステップ 7

[Boot Menu] 画面で、次のいずれかを実行します。
• ISO イメージを使用する場合は、[Cisco Virtual CD/DVD] を選択して Enter を押します。
• 物理インストール ディスクを使用する場合は、そのディスクが存在するディスク ドライブ
を選択して Enter を押します。
選択したデバイスからサーバがリブートし、イメージまたはディスクから OS のインストールが
開始されます。

ステップ 8

CD からブートすることを確認するメッセージが表示されたら、Enter を押します。 インストール
プロセスの早い段階でウィンドウの下部に表示される「Press F6 to install third-party
drivers」というプロンプトを注意して監視します。

ステップ 9

マス ストレージ コントローラまたは HBA デバイスのドライバを仮想フロッピーからインストー
ルします。
a) サードパーティ製ドライバをインストールするよう求めるプロンプトが表示されたら、F6 を
押します。 引き続きインストール プロセスを監視し、追加デバイスを指定するよう求めるプ
ロンプトが表示されるのを待ちます。
b) 追加デバイスを指定するよう求めるプロンプトが表示されたら、S を押します。
c) リストからデバイスを選択して Enter を押します。
ドライバが仮想フロッピーからインストールされます。

ステップ 10

インストールの進行状況を引き続き監視し、必要に応じてプロンプトの質問に答えることにより、
自社の要件と標準に従ってインストールを完了します。
Windows のインストールが完了すると、サーバが再びリブートします。続いて、Ctrl+Alt+Del を
押してログインし、Windows デスクトップにアクセスするよう求めるメッセージが表示されます。
Windows インストール プロセス中に指定したログイン資格情報を使用します。
（注）

ステップ 11

この時点では、サーバ チップセットやイーサネット コントローラなどのデバイス用の
デバイス ドライバがまだインストールされていません。 Windows デバイス マネージャ
を開くと、ドライバが必要なデバイスには黄色のフラグが付いています。

Windows ファイル マネージャを使用して、ステップ 1 でシスコ ドライバを抽出したフォルダに
移動します。
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ドライバ DVD のフォルダ構造の詳細については、Windows インストール ドライバ, （19 ページ）
を参照してください。
ヒント

ステップ 12

Windows Server 2008 R2 を使用しているときにパフォーマンスが遅い場合は、オンボー
ド Intel 82576 NIC の最新ドライバを Intel サイト http://downloadcenter.intel.com から直接
入手します。

Windows デバイス マネージャを起動して、まだ黄色のフラグが付いているデバイスを探します。
そのようなデバイスごとに、デバイス マネージャによって手動でドライバをインストールしま
す。
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Windows Server 2008 のインストール
この付録では、次の項目について説明します。
• 内蔵ドライブへの Windows Server 2008 のインストール, 13 ページ
• ブート可能 SAN LUN への Windows Server 2008 のインストール, 16 ページ

内蔵ドライブへの Windows Server 2008 のインストール
この手順では、CIMC GUI と KVM コンソールを使用して、Windows Server 2008 x64 または Windows
Server 2008 R2 x64 と必要なドライバを内蔵ドライブにインストールする方法について説明しま
す。

（注）

シスコでは C シリーズ ラックマウント サーバ用の Cisco UCS Server Configuration Utility を開
発しています。このユーティリティを使用すると、一部の Window および Linux オペレーティ
ング システムの無人インストールを実行できます。 このユーティリティは新しいサーバに付
属する CD に収録されており、Cisco.com から ISO をダウンロードすることもできます。 この
ユーティリティの最新リリースのユーザ マニュアルを参照してください。このマニュアルは
次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_
list.html

はじめる前に
インストールの前提条件のチェックリスト, （2 ページ）に示す前提条件が実行済みであること
を確認します。
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重要

Intel クアッド ポート GbE HBA アダプタが装着された Cisco UCS C200 または C210 ラックマウ
ント サーバに Windows 2008 R2 をインストールする場合は、インストールを開始する前に、
Intel クアッド ポート GbE HBA アダプタを取り外します。 このアダプタは後で再度取り付け
ることができますが、Windows のインストール中にこのアダプタが存在する場合、予期せぬエ
ラーが発生してインストールが失敗します。

手順
ステップ 1

Cisco UCS C シリーズ ドライバ DVD または DVD ISO ファイルで取り付け済みデバイスのドライ
バを探して、サーバからアクセスできる場所にドライバを抽出します。
ヒント
必要なドライバがわからない場合は、サーバをリブートして出力メッセージを確認しま
す。 ブート プロセスによってデバイスが初期化されるときに、そのデバイスに関する
情報が表示されます。 詳細については、インストール ドライバの情報, （19 ページ）
を参照してください。

ステップ 2

仮想メディアから OS またはドライバをインストールする場合は、KVM コンソールを起動し、イ
ンストール ISO イメージのマウント, （3 ページ）の説明に従ってメディアをマウントします。

ステップ 3

次のいずれかの方法を使用して、サーバの電源を再投入します。
• KVM コンソールで、[KVM] タブに移動して [Macros] > [Ctrl-Alt-Del] を選択します。
• CIMC GUI で、[Navigation] ペインの [Summary] をクリックしてから、[Server Summary] タブ
の [Actions] 領域にある [Power Cycle Server] をクリックします。
• 物理サーバの電源ボタンを押します。

ステップ 4

（任意） OS のインストール後にサーバで使用するブート順序を設定する場合は、ブート メッ
セージを監視し、プロンプトが表示されたら F2 を押して BIOS セットアップに入り、ブート順序
を設定します。
詳細については、KVM コンソールを使用したサーバ ブート順序の設定, （4 ページ）を参照し
てください。

ステップ 5

通常のブート順序を一時的に変更してインストール メディアからブートするには、KVM コンソー
ルの [KVM] タブでブート メッセージを監視し、プロンプトが表示されたら F6 を押して [Boot
Menu] に入ります。

ステップ 6

[Boot Menu] 画面で、次のいずれかを実行します。
• ISO イメージを使用する場合は、[Cisco Virtual CD/DVD] を選択して Enter を押します。
• 物理インストール ディスクを使用する場合は、そのディスクが存在するディスク ドライブ
を選択して Enter を押します。
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選択したデバイスからサーバがリブートし、イメージまたはディスクから OS のインストールが
開始されます。
ステップ 7

CD からブートすることを確認するメッセージが表示されたら、Enter を押します。 自社の要件と
標準に従ってインストールの質問に答え、[Where do you want to install Windows?] 画面が表示され
たら次のステップに進みます。

ステップ 8

[Where do you want to install Windows?] 画面が表示されたら、シスコ ドライバ ISO イメージをマウ
ントして、Windows をインストールする前に基本ドライバをインストールできるようにします。
次の手順を実行します。
a) KVM コンソールの [VM] タブまたは [Virtual Media Session] ダイアログボックスに戻ります。
b) 同時にマップできる仮想 CD/DVD は 1 つだけなので、既存の仮想 CD/DVD 接続に対応する
チェックボックスをオフにして、その接続のマップを解除します。
ヒント
新しい接続を作成できることを確認するには、[Details] テーブルを参照します。 1 行
目を見て、[Virtual CD/DVD] がマップされていないことを確認します。
c) [Add Image] をクリックして、マス ストレージまたは HBA デバイス用のシスコ ドライバ ISO
イメージ ファイルを含むディレクトリに移動します。
d) ISO イメージ ファイルを選択して、[Open] をクリックします。
e) [Client View] 領域で、ISO ファイルに対応する [Mapped] カラムのチェックボックスをオンに
し、マッピングが完了するのを待ちます。
f) [KVM] タブの Windows インストール プロンプトに戻ります。

ステップ 9

ドライバをインストールします。
a) [Where do you want to install Windows?] 画面で、テーブルの下にある [Load Driver] リンクをク
リックします。
b) [Load Driver] ダイアログボックスで、[Browse] をクリックします。
c) 先ほどマップした仮想 DVD デバイス上の適切なフォルダに移動し、インストールするドライ
バを選択します。
d) [OK] をクリックします。
ドライバのロードが完了したら、[Select the driver to be installed] ダイアログボックスが表示さ
れ、新しいドライバがリストに表示されます。
e) デバイス用のドライバを選択して、[Next] をクリックします。 ドライバのインストールが完了
したことが Windows ステータス バーに表示されるまで待ちます。

ステップ 10

（任意） Windows を ISO イメージ ファイルからインストールする場合は、ドライバ ISO イメー
ジのマップを解除して、Windows インストール イメージを再マップします。
a) KVM コンソールの [VM] タブまたは [Virtual Media Session] ダイアログボックスに戻ります。
b) [Client View] 領域で、ドライバ ISO ファイルに対応する [Mapped] カラムのチェックボックス
をオフにします。
c) Windows インストール イメージに対応する [Mapped] カラムのチェックボックスをオンにして、
マッピングが完了するのを待ちます。
d) [KVM] タブの Windows インストール プロンプトに戻ります。
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e) （任意） インストール ディスクが見つからないためにインストールを続行できないことを知
らせるエラーが表示された場合は、画面の下部にある [Refresh] をクリックして、インストール
ISO イメージとの接続をリフレッシュします。
ステップ 11

[Where do you want to install Windows?] 画面で、Windows をインストールするディスクまたはパー
ティションを選択して、[Next] をクリックします。

ステップ 12

インストールの進行状況を引き続き監視し、必要に応じてプロンプトの質問に答えることにより、
自社の要件と標準に従ってインストールを完了します。
Windows のインストールが完了すると、サーバが再びリブートします。続いて、Ctrl+Alt+Del を
押してログインし、Windows デスクトップにアクセスするよう求めるメッセージが表示されます。
Windows インストール プロセス中に指定したログイン資格情報を使用します。
（注）

ステップ 13

Windows ファイル マネージャを使用して、ステップ 1 でシスコ ドライバを抽出したフォルダに
移動します。
ドライバ DVD のフォルダ構造の詳細については、Windows インストール ドライバ, （19 ページ）
を参照してください。
ヒント

ステップ 14

この時点では、サーバ チップセットやイーサネット コントローラなどのデバイス用の
デバイス ドライバがまだインストールされていません。 Windows デバイス マネージャ
を開くと、ドライバが必要なデバイスには黄色のフラグが付いています。

Windows Server 2008 R2 を使用しているときにパフォーマンスが遅い場合は、オンボー
ド Intel 82576 NIC の最新ドライバを Intel サイト http://downloadcenter.intel.com から直接
入手します。

Windows デバイス マネージャを起動して、まだ黄色のフラグが付いているデバイスを探します。
そのようなデバイスごとに、デバイス マネージャによって手動でドライバをインストールしま
す。

ブート可能 SAN LUN への Windows Server 2008 のインス
トール
ここでは、CIMC GUI と KVM コンソールを使用して、Windows Server 2008 x64 または Windows
Server 2008 R2 x64 と必要なドライバをブート可能 SAN LUN にインストールする方法について説
明します。
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（注）

シスコでは C シリーズ ラックマウント サーバ用の Cisco UCS Server Configuration Utility を開
発しています。このユーティリティを使用すると、一部の Window および Linux オペレーティ
ング システムの無人インストールを実行できます。 このユーティリティは新しいサーバに付
属する CD に収録されており、Cisco.com から ISO をダウンロードすることもできます。 この
ユーティリティの最新リリースのユーザ マニュアルを参照してください。このマニュアルは
次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_
list.html

はじめる前に
• インストールの前提条件のチェックリスト, （2 ページ）に示す前提条件が実行済みである
ことを確認します。
• SAN で LUN または RAID ボリュームを構成し、SAN に接続して SAN HBA から LUN へのパ
スが 1 つ（1 つのみ）存在していることを確認します。
LSI RAID コントローラまたはオンボード Intel ICH10R コントローラを使用する場合は、RAID
コントローラに関する考慮事項, （21 ページ）を参照して詳細を確認してください。

重要

Intel クアッド ポート GbE HBA アダプタが装着された Cisco UCS C200 または C210 ラックマウ
ント サーバに Windows 2008 R2 をインストールする場合は、インストールを開始する前に、
Intel クアッド ポート GbE HBA アダプタを取り外します。 このアダプタは後で再度取り付け
ることができますが、Windows のインストール中にこのアダプタが存在する場合、予期せぬエ
ラーが発生してインストールが失敗します。

手順
ステップ 1

Cisco UCS C シリーズ ドライバ DVD または DVD ISO ファイルで取り付け済みデバイスのドライ
バを探して、サーバからアクセスできる場所にドライバを抽出します。
ヒント
必要なドライバがわからない場合は、サーバをリブートして出力メッセージを確認しま
す。 ブート プロセスによってデバイスが初期化されるときに、そのデバイスに関する
情報が表示されます。 詳細については、インストール ドライバの情報, （19 ページ）
を参照してください。

ステップ 2

仮想メディアから OS またはドライバをインストールする場合は、KVM コンソールを起動し、イ
ンストール ISO イメージのマウント, （3 ページ）の説明に従ってメディアをマウントします。

ステップ 3

次のいずれかの方法を使用して、サーバの電源を再投入します。
• KVM コンソールで、[KVM] タブに移動して [Macros] > [Ctrl-Alt-Del] を選択します。
• CIMC GUI で、[Navigation] ペインの [Summary] をクリックしてから、[Server Summary] タブ
の [Actions] 領域にある [Power Cycle Server] をクリックします。
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• 物理サーバの電源ボタンを押します。
ステップ 4

（任意） OS のインストール後にサーバで使用するブート順序を設定する場合は、ブート メッ
セージを監視し、プロンプトが表示されたら F2 を押して BIOS セットアップに入り、ブート順序
を設定します。
詳細については、KVM コンソールを使用したサーバ ブート順序の設定, （4 ページ）を参照し
てください。

ステップ 5

通常のブート順序を一時的に変更してインストール メディアからブートするには、KVM コンソー
ルの [KVM] タブでブート メッセージを監視し、プロンプトが表示されたら F6 を押して [Boot
Menu] に入ります。

ステップ 6

[Boot Menu] 画面で、次のいずれかを実行します。
• ISO イメージを使用する場合は、[Cisco Virtual CD/DVD] を選択して Enter を押します。
• 物理インストール ディスクを使用する場合は、そのディスクが存在するディスク ドライブ
を選択して Enter を押します。
選択したデバイスからサーバがリブートし、イメージまたはディスクから OS のインストールが
開始されます。

ステップ 7

CD からブートすることを確認するメッセージが表示されたら、Enter を押します。 自社の要件と
標準に従ってインストールの質問に答え、[Where do you want to install Windows?] 画面が表示され
たら次のステップに進みます。

ステップ 8

インストールの進行状況を引き続き監視し、必要に応じてプロンプトの質問に答えることにより、
自社の要件と標準に従ってインストールを完了します。
Windows のインストールが完了すると、サーバが再びリブートします。続いて、Ctrl+Alt+Del を
押してログインし、Windows デスクトップにアクセスするよう求めるメッセージが表示されます。
Windows インストール プロセス中に指定したログイン資格情報を使用します。
（注）

ステップ 9

Windows ファイル マネージャを使用して、ステップ 1 でシスコ ドライバを抽出したフォルダに
移動します。
ドライバ DVD のフォルダ構造の詳細については、Windows インストール ドライバ, （19 ページ）
を参照してください。
ヒント

ステップ 10

この時点では、サーバ チップセットやイーサネット コントローラなどのデバイス用の
デバイス ドライバがまだインストールされていません。 Windows デバイス マネージャ
を開くと、ドライバが必要なデバイスには黄色のフラグが付いています。

Windows Server 2008 R2 を使用しているときにパフォーマンスが遅い場合は、オンボー
ド Intel 82576 NIC の最新ドライバを Intel サイト http://downloadcenter.intel.com から直接
入手します。

Windows デバイス マネージャを起動して、まだ黄色のフラグが付いているデバイスを探します。
そのようなデバイスごとに、デバイス マネージャによって手動でドライバをインストールしま
す。
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A

インストール ドライバの情報
この付録では、次の項目について説明します。
• Windows インストール ドライバ, 19 ページ

Windows インストール ドライバ
必要なインストール ドライバと詳細なドライバ情報は、Cisco UCS C シリーズ ドライバ DVD に収
録されています。

（注）

Cisco UCS C シリーズ ドライバ DVD ISO イメージは、Cisco.com サポート サイトの [Unified
Computing and Servers] > [Cisco UCS Rack-Mount Standalone Server Software] > [server_model][Server
Software] > [Unified Computing System (UCS) Drivers] から入手できます。
使用可能なサーバ モデルの一覧を表示するには、次の URL にアクセスします。http://
www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283612685&flowid=26802。
ドライバの収録されているフォルダ構造は、最上位レベルがオペレーティング システム別に分か
れていて、その下に徐々に詳細化する階層的なサブフォルダが続くため、必要なドライバを正確
に見つけることができます。 ドライバを含むフォルダに移動すると、その特定のドライバの使用
目的を説明する README ファイルも用意されています。
Windows のフォルダ構造の例を次に示します。
Windows
ChipSet
vendor
blade-model-number
OS-version-number
All
ia64
Lang (contains language subfolders)
Vista
x64
Mgmt
Emulex
model-number
ElxPlus
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OS-version-number
x64
Network
vendor
model-number
OS-version-number
x64
Security
TPM
OS-version-number
x64
Storage
vendor
model-number
OS-version-number
x64
Video
Matrox
G200e
OS-version-number
x64

たとえば、Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カード用の Windows Server 2008 Release 2 ド
ライバは、フォルダ Windows/Network/Cisco/M81KR/W2K8R2/x64 にあります。
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B

RAID コントローラに関する考慮事項
この付録では、次の項目について説明します。
• RAID コントローラのオプション, 21 ページ
• ICH10R オンボード コントローラのイネーブル化, 22 ページ
• オプションの ROM ベース コントローラ ユーティリティの起動, 22 ページ
• 追加の LSI ドキュメント リソース, 23 ページ

RAID コントローラのオプション
Cisco UCS C200 M1 サーバおよび C210 M1 サーバ
これらのサーバには次のオプションがあります。
• マザーボードに Intel ICH10R オンボード SATA コントローラが搭載されています。 このコン
トローラでは、SATA ドライブ 4 台までの RAID 0 および 1 がサポートされます。 このコン
トローラを使用するためには、システム BIOS でイネーブルにする必要があります（ICH10R
オンボード コントローラのイネーブル化, （22 ページ）を参照）。
• LSI 1064 ベース コントローラ メザニン カードを追加できます。 このカードでは、SAS また
は SATA ドライブ 4 台までの RAID 0、1、および 1E がサポートされます。
Cisco UCS C250 M1 サーバ
LSI 3081 ベース コントローラ カードを追加できます。 このカードでは、SAS または SATA ドラ
イブ 8 台までの RAID 0 および 1 がサポートされます。
その他すべての UCS C シリーズ サーバ
LSI MegaRAID コントローラ カードを追加できます。 このカードでは、UCS サーバによってサ
ポートされている LSI MegaRAID コントローラに応じて、SAS または SATA ドライブ 24 台までの
RAID 0、1、5、6、10、50、60 がサポートされます。
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ヒント

サーバでどのオプションが使用されているかについての記録がない場合は、CIMC GUI で
[Inventory] タブをチェックするか、サーバをリブートしてシステムのブート中に表示される
メッセージを確認します。

ICH10R オンボード コントローラのイネーブル化
重要

Intel ICH10R SAS コントローラは、Cisco UCS C200 および C210 サーバにのみ搭載されていま
す。

手順
ステップ 1

KVM コンソールの [KVM] タブでブート メッセージを監視し、プロンプトが表示されたら F2 を
押して BIOS セットアップに入ります。
（注）
F2 を押してから BIOS セットアップ ユーティリティが表示されるまで、少し時間がか
かります。これは、サーバがデバイスの初期化を継続するためです。 初期化が完了し
た後にユーティリティが表示されます。

ステップ 2

BIOS セットアップ ユーティリティの [Advanced] タブに移動します。

ステップ 3

[Mass Storage Controller Configuration] を選択して Enter を押します。

ステップ 4

[Onboard SATA Controller] オプションが [Enabled] に設定されていることを確認します。

ステップ 5

[SATA Mode] を選択して Enter を押します。

ステップ 6

[SW RAID] を選択して Enter を押します。

ステップ 7

F10 キーを押して、変更内容を保存します。

ステップ 8

Enter を押して変更を確定し、サーバをリブートします。

オプションの ROM ベース コントローラ ユーティリティ
の起動
ハード ドライブの RAID 設定を変更するには、ホスト OS 上にインストールしたホストベースの
ユーティリティを使用するか、サーバにインストールされている LSI オプションの ROM ベース
ユーティリティを使用します。
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（注）

また、シスコでは C シリーズ サーバ用の Cisco Server Configuration Utility を開発しています。
これはドライブの一部の RAID 設定のセットアップに役立ちます。 詳細については、このユー
ティリティの該当するリリースのユーザ マニュアルを参照してください。このマニュアルは
次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_
list.html

手順
サーバをリブートし、ブート中に該当するプロンプトが表示されるのを待ちます。
• LSI コントローラ カード ユーティリティのプロンプトは Ctrl+H キーです。
• オンボード ICH10R コントローラ ユーティリティのプロンプトは Ctrl+M キーです。
詳細については、コントローラのマニュアルを参照してください。

追加の LSI ドキュメント リソース
RAID の基本情報と LSI ユーティリティの使用方法については、ユーティリティに付属するドキュ
メントを参照してください。
Cisco.com で次の LSI ドキュメントにアクセスすることもできます。
• 『LSI MegaRAID SAS Software User Guide』。 LSI MegaRAID 用。 ドキュメント番号
80-00156-01、Rev. I、2010 年 6 月。
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/mrsas/userguide/LSI_MR_SAS_
SW_UG.pdf
• 『LSI Fusion-MPT Device Management User’s Guide』。 LSI 3081E 用。 ドキュメント番号
DB15-000186-02、バージョン 1.3、2007 年 1 月。
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/fmpt/userguide/LSI_FusionMPT_
DevMgrUG.pdf
• 『LSI SAS2 Integrated RAID Solution User Guide』。 LSI SAS1064E 用。 ドキュメント番号
DB15-000543-02、バージョン 2.0、2010 年 8 月。
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/irsas/userguide/LSI_IR_SAS_
UG.pdf

重要

これらのバージョンはユーザの便宜のためにのみ提供されています。 常に、使用している LSI
製品の最新のドキュメントを使用してください。
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