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概要

この資料は統合伸縮性がある空 X を（ESXi）インストールし、完全なハードウェア障害または完
全なサーバ 置換のイベントで BE6/7K サーバで Cisco Integrated Management Controller を
（CIMC）設定するためにプロセスを説明したものです。 この資料はサーバの全く最初から設定
を助けます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

サーバへの物理アクセス キーボードを接続し、監視するため●

キーボードおよびモニタへの必要アクセス●

CIMC モニタおよびキーボードを接続する Dongle●

VMware の無料アカウント Cisco カスタマ イメージをダウンロードするため●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



背景説明

BE6K/7K はサーバで実装されたソリューションすなわち ESXi プレインストールされますです。
時々、BE6k/7K と問題にすべてのハード ディスク ドライブ（HDD）を交換しなければならない
動作できるまたはデータまたは仮想ドライブ（VD）壊れるか完全なサーバ 置換を回復できませ
んそして新しいハードウェアで ESXi をインストールしなければなりません。 この資料は続くよ
うにプロセスを ESXi をインストールし、そのようなイベントで CIMC を設定するために説明し
たものです

  

続くべきプロセス

プロシージャは 2 人の部に分割することができます:

Part 1.設定 CIMC は VD を作成し。

キーボードを接続し、キーボード/ビデオ/マウス（KVM） Dongle との Unified Computing
System （UCS）サーバのコンソールに監視して下さい

1.

サーバの電源2.
設定 CIMC IP3.
すべての物理ドライブがよい状態にあるようにして下さい4.
RAID 5 の VD を作成して下さい5.

作成された VD の Part 2.インストール ESXi。

VMware から Cisco カスタム ISO® をダウンロードして下さい1.
CIMC に記録 し、KVM コンソールを起動させて下さい。 （JRE をインストールされていま
す PC で確認して下さい）

2.

KVM コンソールの使用のバーチャル ISO をマウントして下さい3.
KVM からの UCS サーバをリブートして下さい、始動の F6 を押して下さい4.
バーチャル CD/DVD を選択して下さい、『Enter』 を押して下さい5.
ESXi インストールを続行して下さい6.
直接コンソール ユーザインターフェイス（DCUI）から押して下さい F2 を、設定します
ESXi IP を、サブネット、VLAN （オプションの）

7.

Vsphere クライアントから ESXi IP にアクセスして下さい8.

Part 1. CIMC 設定

スクリーン ショットとのプロシージャ。

ステップ 1.キーボードを接続し、KVM Dongle の使用の UCS サーバのコンソールにイメージに
示すように監視して下さい。



ステップ 2.サーバの電源。

ステップ 3 スプラッシュ画面の電源でイメージに示すように F8 を押して下さい。

ステップ 4.イメージに示すように接続のための設定 CIMC。

CIMC ユーティリティの中で、これを設定しなければなりません:



CIMC IP アドレス●

デフォルト ゲートウェイ●

CIMC のためのパスワードを設定 して下さい●

ステップ 5. VD を作成して下さい。

VD を作成するために、これをしなければなりません:

起動 CIMC1.
ストレージへの移動2.
ストレージ >Controller 情報への移動3.
コントローラ 情報への移動は > 未使用物理ドライブからの仮想ドライブを作成します4.
5 として侵略を選択して下さい5.
HDD を選択して下さい 注: 侵略 5.用の少なくとも 3 HDD を必要とします。6.
セット 名およびプロパティ7.
仮想ドライブを『Create』 をクリック して下さい8.

1. Webブラウザから起動 CICM は、イメージに示すように得るすべての証明書アラートを受け入
れます。



2. イメージに示すようにストレージへの移動。



3. イメージに示すようにストレージ > コントローラ 情報にナビゲートして下さい。



4. コントローラ 情報への移動はイメージに示すように > 未使用物理ドライブからの仮想ドライブ
を作成します。

5. イメージに示すように 5from として RAID レベルをドロップするオプション選択して下さい。



6. イメージで示されている HDDas を選択して下さい。

注: 侵略 5.用の少なくとも 3 HDD を必要とします。

7. イメージに示すようにセット 名および Properties。

8. イメージに示すように仮想ドライブを『Create』 をクリック して下さい。



9. ドライブがイメージに示すように作成されることを確認して下さい。

Part 2. ESXi インストール

ステップ 1.イメージに示すように VMware から Cisco カスタム ISO® をダウンロードして下さい
。



ステップ 2. CIMC に記録 し、KVM コンソールを起動させて下さい。 （JRE 1.7 を確認すれば基
づいて Java を使用する場合）より高い PC でインストールされています。 この場合、イメージ
に示すように HTML によって基づく KVM を使用します。

ステップ 3.イメージに示すように KVM コンソールのマウント バーチャル ISO。



ステップ 4. KVM からの UCS サーバをリブートして下さい、イメージに示すように始動の F6 を
押して下さい。



ステップ 5.バーチャル CD/DVD オプションを選択して下さい、イメージに示すように『Enter』
を押して下さい。

ステップ 6.イメージに示すように ESXi インストールを続行して下さい。







注: CIMC で作成したドライブを選択して下さい。









ステップ 6 DCUI から F2 を、設定しますイメージに示すように ESXi IP を、サブネット、VLAN
（オプションの）押して下さい。





その後、ESXi IP に Vsphere クライアントか Webブラウザからアクセスし、データ ストアに VM
を展開するために UC ISO をアップロードして下さい。

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

確認は Part 1. CIMC 設定 > 技術情報のステップ 9.でカバーされます。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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