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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}

必須の代替キーワードは、波カッコ内にグループ化され、
垂直バーで区切られます。

[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
ドキュメントのロードマップ
B シリーズのドキュメント一覧については、Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap を
参照してください。次の URL で入手できます。 http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc
C シリーズの全ドキュメント一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc
のCisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap を参照してください。
その他の参考資料
すべての B および C シリーズ ドキュメントを含む ISO ファイルは、http://www.cisco.com/cisco/
software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821 で入手できます。 このページの [Unified Computing
System (UCS) Documentation Roadmap Bundle] をクリックしてください。
主要なドキュメントのリリースごとに、ISO ファイルは更新されます。
ドキュメントの更新通知を受信するには、「Cisco UCS Docs on Twitter」を参照してください。

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
• サービス プロファイル設定の前提条件, 4 ページ
• SAN のブート トポロジの例, 7 ページ
• インストール ISO イメージのマウント, 7 ページ

インストールの概要のチェックリスト
Cisco UCS B シリーズ 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。
完了

作業

その他の情報

インストールの前提条件のチェックリ インストールやライセンスの要件の詳細に
スト, （2 ページ） で説明されてい
ついては、インストールするオペレーティ
る前提条件を満たします。
ング システムのドキュメントを参照して
ください。
サービス プロファイル設定の前提条
件, （4 ページ） で説明されている
サービス プロファイル設定の前提条
件を満たします。

サービスプロファイルの詳細については、
使用している Cisco UCS Manager のバー
ジョンに関する GUI または CLI のコンフィ
ギュレーション ガイドを参照してくださ
い。

KVM コンソールを起動し、インス
トール メディアをマウントします。

詳細については、インストール ISO イメー
ジのマウント, （7 ページ）
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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

作業

その他の情報

OS の手順の説明に従って、インス
トールを完了します。

詳細については、次のいずれかを参照して
ください。
• 内部ドライブへの VMware vSphere
ESX のインストール, （11 ページ）
• ブート可能 SAN LUN への VMware
vSphere ESX のインストール, （14
ページ）
• 内部ドライブへの VMware vSphere
ESXi のインストール, （17 ページ）
• ブート可能 SAN LUN への VMware
vSphere ESXi のインストール, （19
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、次のアイテムがあり、次のタ
スクを完了していることを確認します。
完了

前提条件
インストール ターゲット サーバが、インストール先のオペレーティング システ
ム（OS）のバージョンをサポートしていることを確認します。
サポートされるバージョンについては、適切な PDF を参照するか、インタラク
ティブな UCS Hardware and Software Interoperability Utility を使用してください。
いずれも、http://www.cisco.com/web/techdoc/ucs/interoperability/matrix/matrix.html で
入手できます。 相互運用性ガイドには、正規の enic ドライバと fnic ドライバだけ
でなく、ESXi バージョンと B シリーズのアダプタ カードとの相互運用性に関す
る情報が表示されます。
（注）

各リリースの相互運用性情報は、リリースが公開された後に実行される
サードパーティの認定テストによって変わります。 そのため、リリー
スから数か月後まで、相互運用性情報が公開されない可能性がありま
す。

Cisco UCS Manager GUI 用に設定した IP アドレスと、管理特権を持つログイン ア
カウントを用意します。
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インストールのチェックリストと前提条件
インストールの前提条件のチェックリスト

完了

前提条件
OS 用のインストール メディア（DVD または ISO イメージ）を用意します。 ア
クティベーション キーが必要なソフトウェアの場合、その情報も用意します。
Cisco UCS B230 ブレードがあり、ローカル SSD に ESXi をインストール
している場合、標準のインストールパッケージを使用しないでください。
インストールすると、ドライバの非互換の問題が発生します。 VMware
によって、正しいドライバが含まれるカスタマイズされたインストール
ISO が作成されます。 カスタマイズされたイメージをダウンロードする
には、https://my.vmware.com/web/vmware/downloads にアクセスし、ダウン
ロード センターで「cisco customized」を検索し、インストールする ESXi
のカスタマイズされたバージョンをダウンロードします。
ヒント
仮想デバイスとしてマップする ISO イメージから OS をインストールす
ることをお勧めします。
重要

物理ディスクからインストールすることもできますが、この方法の場
合、KVM ケーブルと USB コネクタを使用して、OS をインストールす
るブレードに外部 USB CD/DVD ドライブを取り付ける必要があります。
詳細については、使用しているブレード サーバの『Hardware Installation
Guide』を参照してください。 すべてのハードウェア インストール ガ
イドは、http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_installation_
guides_list.html で入手できます。
http://www.vmware.com/support/licensing/ で VMware ライセンスを確認してから、
ESX または ESXi をインストールしてください。 VMware では、複数のプロセッ
サのライセンスを組み合わせる必要があります。
Macintosh を使用している場合、ファンクション キーが Windows 設定にマップさ
れていることを確認します。そうしないと、インストールが予測どおりに開始さ
れない可能性があります。
Cisco UCS B-Series Drivers DVD またはこの DVD の ISO イメージを用意します。
UCS B-Series Drivers DVD ISO 画像は、Cisco.com サポート サイトの Unified
Computing and Servers > Cisco UCS B-Series Blade Server Software > Unified Computing
System (UCS) Drivers にあります。 URL は http://www.cisco.com/cisco/software/
type.html?mdfid=283853163&flowid=25821 です。
（注）

ISO イメージをダウンロードする場合、そのイメージ DVD に書き込む
か、サードパーティのユーティリティを使用してラップトップのハード
ドライブにイメージをマウントします。
インストール時には、この DVD の適切なドライバ イメージ ファイル
を、サーバからアクセスできる場所に抽出して、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。
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インストールのチェックリストと前提条件
サービス プロファイル設定の前提条件

完了

前提条件
サーバに LSI MegaRAID コントローラがある場合、サーバのドライブ用に RAID
設定を構成します。 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。

これらの前提条件を満たしたら、適切に設定したサービス プロファイルをサーバに関連付けられ
るようにします。 詳細については、サービス プロファイル設定の前提条件, （4 ページ）

サービス プロファイル設定の前提条件
インストールする OS のバージョンに関係なく、インストール ターゲット サーバを、適切に設定
したサービス プロファイルに関連付ける必要があります。 サービス プロファイルには、サーバ
に適用されているすべての情報と設定が含まれます。
次のチェックリストは、サービスプロファイルに必要な最小限の構成設定を示しています。これ
らの設定の詳細な手順については、使用している Cisco UCS Manager バージョンのコンフィギュ
レーション ガイド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/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_
list.html
完了

設定作業

その他の情報

Cisco UCS Manager を使用して、ネッ
トワーク上の物理リソースと論理リ
ソースを識別するプールを設定しま
す。 サーバのサービス プロファイル
を構築するときに、これらのプールか
ら選択します。

Cisco UCS を使用すると、サーバ、MAC
アドレス、WWNアドレス、UUID接尾辞、
および管理 IP アドレスのプールも定義で
きます。

ターゲット サーバとネットワーク接 名前を付けた VSAN によって、特定の外
続する各アップリンク ファブリック 部 SAN ファブリックへの接続が作成され
に、1 つの名前を付けた VSAN を設定 ます。
します。
各 VSANを、その対応するファブリッ たとえば、Fabric A 用に作成した VSAN
ク インターコネクト上の物理アップ を、Fabric Interconnect A 上で使用可能な物
リンク ポートに関連付けます。
理ポートに関連付けます。
ターゲット サーバとネットワーク接 この vHBA ポリシーでは、vHBA を SAN
続する各アップリンク ファブリック に接続する方法を定義します。
に、1 つの vHBA ポリシーを設定しま
す。

Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ VMware インストレーション ガイド
4

OL-22763-03-J

インストールのチェックリストと前提条件
サービス プロファイル設定の前提条件

完了

設定作業

その他の情報

サーバに LSI MegaRAID コントローラ
がある場合、[Local Disk Configuration]
ポリシーを作成することで、システム
でドライバの RAID 設定を構成しま
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。

実行するインストールの種類に合わせ 内部ドライブに OS をインストールする場
て、ブート ポリシーを作成します。 合、次の [Boot Order] を定義します。
1 CD-ROM
2 Local Disk
ブート可能 SAN LUN にインストールする
場合、次の [Boot Order] を定義します。
1 CD-ROM
2 Storage
• SAN プライマリ
• SAN セカンダリ

[MAC Security] 領域の [Forge] フィー
ルドを [Allow] に設定することで、
ポート セキュリティを無効にした
[Network Control Policy] を作成しま
す。

VMware のインストール プロセスには複数
の MAC アドレスが必要なので、ポート セ
キュリティを無効にしないと、VMware の
インストールに失敗する可能性がありま
す。
ポート セキュリティを有効にすると、使
用されている最初の MAC アドレスから送
信されたトラフィックのみがファブリック
インターコネクトに受け入れられます。
その他すべてのトラフィックは偽装 MAC
アドレスからの送信と見なされ、拒否され
ます。

サーバの管理に必要なその他のポリ
シーを設定します。

使用できるポリシーの詳細な一覧について
は、Cisco UCS Manager の『Configuration
Guides』を参照してください。
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完了

設定作業

その他の情報

ターゲット ブレード サーバに合わせ
て、新しいサービス プロファイルを
作成するか、既存のサービスプロファ
イルを変更します。 このサービス プ
ロファイルは、ターゲット サーバ用
に作成したネットワーク設定とポリ
シーに関連付けます。

複数のサーバに同じ OS をインストールす
る予定の場合、サービス プロファイル テ
ンプレートを作成し、作成した構成設定に
そのテンプレートを関連付けることもでき
ます。
また、そのテンプレートを使用して、ター
ゲット サーバごとに独自のサービス プロ
ファイルを作成します。

サービス プロファイルをターゲット ターゲットサーバをリブートすると、サー
サーバに関連付け、サーバをリブート ビス プロファイルの設定がサーバに適用
します。
されます。
重要

サーバのリブートが完了し、Cisco
UCS Manager のサービス プロファ
イルがサーバへ適切に関連付けら
れるまで、ISO インストール イ
メージまたはドライバ イメージを
マウントできません。
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SAN のブート トポロジの例
次の例は、SAN のブート機能を使用する Cisco UCS ドメインのトポロジを示しています。
図 1：SAN のブート トポロジ

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）とサービス プロファイル設定の前
提条件, （4 ページ）に説明されている前提条件を満たします。
• Cisco UCS のユーザ名とパスワードがあることを確認します。
• サービス プロファイル名、またはオペレーティング システム（OS）をインストールするサー
バ名を確認します。
• サーバがサービス プロファイルに関連付けられていることを確認します。 詳細については、
使用している Cisco UCS Manager バージョンのコンフィギュレーション ガイドを参照してく
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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/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html
ISO イメージをサーバにマウントするには、サーバをサービス プロファイルに関連付ける必
要があります。

手順
ステップ 1

Web ブラウザで、Cisco UCS Manager GUI の Web リンクを入力または選択します。
例：

デフォルトの Web リンクは http://UCSManager_IP または https://UCSManager_IP で
す。 スタンドアロン構成の場合、UCSManager_IP はファブリック インターコネクトの管理ポー
トの IP アドレスです。 クラスタ構成の場合、UCSManager_IP は Cisco UCS Manager に割り当て
られている IP アドレスです。
ステップ 2

[Launch Page]Cisco UCS Manager 起動ページの [Launch KVM Manager] をクリックします。

ステップ 3

[Security Alert] ダイアログボックスが表示された場合は、[Yes] をクリックしてセキュリティ証明
書を受け入れ、続行します。

ステップ 4

[UCS - KVM Launch Manager Login] ページで、次の手順を実行します。
a) Cisco UCS のユーザ名およびパスワードを入力します。
b) （任意） Cisco UCS の実装に複数ドメインが含まれる場合は、[Domain] ドロップダウン リス
トから適切なドメインを選択します。
c) [OK] をクリックします。

ステップ 5

KVM Launch Manager の [Service Profiles] テーブルで、次の手順を実行します。
a) OS のインストールに使用するサービス プロファイルとそれに関連するサーバを含む行を探し
ます。
b) そのサーバの [Launch KVM] 列の [Launch] をクリックします。
別ウィンドウに KVM コンソールが表示されます。
ヒント

ステップ 6

KVM セッションを開いたときにキーボードの Caps Lock キーがオンになっており、
その後に続いて Caps Lock キーをオフにすると、KVM コンソールは Caps Lock キー
がオンのときのように動作する場合があります。 KVM コンソールとキーボードを
同期させるには、KVM コンソールにフォーカスがない状態で Caps Lock キーを 1 度
押し、次に KVM コンソールにフォーカスを置いて Caps Lock キーをもう一度押しま
す。

仮想メディアへのアクセス方法は、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。 仮想メディアにアクセスするには、次のいずれかを実行します。
• [Virtual Media] タブをクリックします。
• [VM] タブをクリックします。
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• [Tools] > [Virtual Media] を選択します。
ステップ 7

[Add Image] をクリックし、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 8

ISO イメージ ファイルを選択し、[Open] をクリックします。

ステップ 9

[Client View] 領域で、ISO ファイルに関連付けられている [Mapped] 列のチェックボックスをオン
にし、マッピングが完了するまで待ちます。
ヒント
[Details] をクリックしてマッピングの進行状況を表示しま
す。

次の作業
インストールする OS に対応するインストール手順を参照して OS をインストールします。

Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ VMware インストレーション ガイド
OL-22763-03-J

9

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

Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ VMware インストレーション ガイド
10

OL-22763-03-J

第

2

章

VMware vSphere ESX のインストール
この章の内容は、次のとおりです。
• 内部ドライブへの VMware vSphere ESX のインストール, 11 ページ
• ブート可能 SAN LUN への VMware vSphere ESX のインストール, 14 ページ

内部ドライブへの VMware vSphere ESX のインストール
この手順では、Cisco UCS Manager GUI と KVM コンソールを使用して、内部ドライブに VMware
ESX 4 と必要なドライバをインストールする方法について説明します。

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）とサービス プロファイル設定の前
提条件, （4 ページ）に説明されている前提条件を満たします。
• vSphere 4.x をインストールしている場合、オペレーティング システムに付属している標準の
システム ドライバとは別のカスタム ドライバが必要かどうかを確認します。
確認するには、Cisco UCS B-Series Drivers DVD または ISO ファイルを開き、
VMware/category/vendor/device_model/vSphere_version に移動し、そのフォル
ダにある README.html ファイルを読みます。

手順
ステップ 1

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、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, （7 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 2

次のいずれかの方法で、サーバの電源を再投入します。
• KVM コンソールの [KVM] タブを開き、[Macros] > Ctrl+Alt+Del を選択します。
• Cisco UCS Manager GUI で、[General] タブの [Actions] 領域の [Reset] 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。
ヒント

サーバがインストール メディアからブートしない場合、サービス プロファイル設定の
前提条件, （4 ページ）の説明に従って、関連するサービス プロファイルに正しいブー
ト順が設定されていることを確認します。

ステップ 3

通常のブート順を上書きし、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 メッセージを確認し、[Boot Menu] を開くメッセージが表示されたら、F6
を押します。

ステップ 4

[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、[Cisco Virtual CD/DVD] を選択し、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、そのディスクが挿入されているディスク ドラ
イブを選択し、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 5

ESX のスプラッシュ画面が表示されたら、Enter を押して、グラフィカル モードで ESX をインス
トールします。

ステップ 6

（任意） [KVM] ウィンドウを使用するときに応答時間が遅くなる場合は、次のようにマウス ア
クセラレーションを変更します。
a) KVM コンソールの [KVM] タブで、[Tools] > [Session Options] を選択します。
b) [Mouse] タブを選択します。
c) [Mouse Acceleration] フィールドで、[Linux] を選択します。
d) [OK] をクリックして変更を適用します。

ステップ 7

インストーラの [Custom Drivers] ウィンドウが表示されたら、次のいずれかを実行します。
• カスタム ドライバをインストールする必要がない場合は、[No] をクリックします。 システ
ム ドライバのロードを求めるメッセージが表示されたら、[Yes] をクリックします。
• カスタム ドライバをインストールする必要がある場合：
1 [Yes] をクリックします。
2 [Add] をクリックします。
3 ドライバ CD を挿入するように求めるメッセージが表示されたら、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。
4 同時にマッピングできる仮想 CD/DVD は 1 つのみなので、既存の仮想 CD/DVD 接続があ
る場合は、その接続に関連するチェックボックスをオフにしてマッピングを解除します。
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。
最初の行を見ると、[Virtual CD/DVD] がマッピングされていないことがわかり
ます。

5 [Add Image] をクリックし、VMware.com からダウンロードしたドライバの ISO イメージ
を含むディレクトリに移動します。
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6 ISO イメージ ファイルを選択し、[Open] をクリックします。
7 [Client View] 領域で、ISO ファイルに関連付けられている [Mapped] 列のチェックボック
スをオンにし、マッピングが完了するまで待ちます。
8 [KVM] タブの ESX インストール メッセージに戻ります。
9 メッセージの [OK] をクリックし、ロードするドライバを選択します。
10 別のカスタム ドライバを追加する場合は、[Add] をクリックし、ドライバを選択します。
必要なカスタム ドライバのすべてを選択するまで、このプロセスを繰り返します。
11 ドライバの追加を完了したら、[Custom Drivers] ウィンドウの [Next] をクリックします。
12 システム ドライバのインストールを求めるメッセージが表示されたら、[Yes] をクリック
します。
13 ESX のインストール CD を挿入するように求めるメッセージが表示されたら、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。
14 ドライバの ISO ファイルの横にあるチェックボックスをオフ、インストール ISO ファイ
ルの横にあるチェックボックスをオンにします。
15 マッピングが完了するまで待ち、[KVM] タブのインストーラに戻ります。

ステップ 8

インストーラで、OS のインストール先の場所を選択するように求めるメッセージが表示された
ら、インストール ターゲット ドライブを選択し、[Next] をクリックします。
すべての RAID 以外のドライブが名前順に表示されます。 RAID コントローラによって作成され
たボリュームは、論理ドライブとして表示されます。
重要

ステップ 9

[Viking eUSB] と表示されているドライブには、OS またはドライバをインストールしない
でください。 OS では、eUSB ドライブはローカル ドライブと同じと見なされますが、
Cisco UCS Manager では、サーバのブート ドライブとして使用するローカル ドライブを指
定できません。 UCS Manager では、常に物理ローカル ドライブからサーバが起動され、
内部 USB（eUSB）ドライブがあっても無視されます。

自社の要件と標準に従い、インストールの進行状況を監視し、必要に応じてメッセージに応答し
てインストールを完了します。
インストールが完了すると、インストーラ ソフトウェアによってすべての物理ディスクがイジェ
クトされ、仮想ドライブのマッピングが解除され、サーバが再度リブートされます。 OS で、ブー
ト順の最初にあるインストール ターゲットがブートされます。
OS のカスタマイズについては、OS のマニュアルを参照してください。
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ブート可能 SAN LUN への VMware vSphere ESX のインス
トール
ここでは、Cisco UCS Manager GUI と KVM コンソールを使用して、ブート可能 SAN LUN に
VMware ESX 4 と必要なドライバをインストールする方法について説明します。

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）とサービス プロファイル設定の前
提条件, （4 ページ）に説明されている前提条件を満たします。
• 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。
• vSphere 4.x をインストールしている場合、オペレーティング システムに付属している標準の
システム ドライバとは別のカスタム ドライバが必要かどうかを確認します。
確認するには、Cisco UCS B-Series Drivers DVD または ISO ファイルを開き、
VMware/category/vendor/device_model/vSphere_version に移動し、そのフォル
ダにある README.html ファイルを読みます。

手順
ステップ 1

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、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, （7 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 2

次のいずれかの方法で、サーバの電源を再投入します。
• KVM コンソールの [KVM] タブを開き、[Macros] > Ctrl+Alt+Del を選択します。
• Cisco UCS Manager GUI で、[General] タブの [Actions] 領域の [Reset] をクリックします。
• 物理サーバの電源ボタンを押します。
ヒント

サーバがインストール メディアからブートしない場合、サービス プロファイル設定の
前提条件, （4 ページ）の説明に従って、関連するサービス プロファイルに正しいブー
ト順が設定されていることを確認します。

ステップ 3

通常のブート順を上書きし、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 メッセージを確認し、[Boot Menu] を開くメッセージが表示されたら、F6
を押します。

ステップ 4

[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、[Cisco Virtual CD/DVD] を選択し、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、そのディスクが挿入されているディスク ドラ
イブを選択し、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 5

ESX のスプラッシュ画面が表示されたら、Enter を押して、グラフィカル モードで ESX をインス
トールします。

ステップ 6

（任意） [KVM] ウィンドウを使用するときに応答時間が遅くなる場合は、次のようにマウス ア
クセラレーションを変更します。
a) KVM コンソールの [KVM] タブで、[Tools] > [Session Options] を選択します。
b) [Mouse] タブを選択します。
c) [Mouse Acceleration] フィールドで、[Linux] を選択します。
d) [OK] をクリックして変更を適用します。

ステップ 7

インストーラの [Custom Drivers] ウィンドウが表示されたら、次のいずれかを実行します。
• カスタム ドライバをインストールする必要がない場合は、[No] をクリックします。 システ
ム ドライバのロードを求めるメッセージが表示されたら、[Yes] をクリックします。
• カスタム ドライバをインストールする必要がある場合：
1 [Yes] をクリックします。
2 [Add] をクリックします。
3 ドライバ CD を挿入するように求めるメッセージが表示されたら、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。
4 同時にマッピングできる仮想 CD/DVD は 1 つのみなので、既存の仮想 CD/DVD 接続があ
る場合は、その接続に関連するチェックボックスをオフにしてマッピングを解除します。
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。
最初の行を見ると、[Virtual CD/DVD] がマッピングされていないことがわかり
ます。

5 [Add Image] をクリックし、VMware.com からダウンロードしたドライバの ISO イメージ
を含むディレクトリに移動します。
6 ISO イメージ ファイルを選択し、[Open] をクリックします。
7 [Client View] 領域で、ISO ファイルに関連付けられている [Mapped] 列のチェックボック
スをオンにし、マッピングが完了するまで待ちます。
8 [KVM] タブの ESX インストール メッセージに戻ります。
9 メッセージの [OK] をクリックし、ロードするドライバを選択します。
10 別のカスタム ドライバを追加する場合は、[Add] をクリックし、ドライバを選択します。
必要なカスタム ドライバのすべてを選択するまで、このプロセスを繰り返します。
11 ドライバの追加を完了したら、[Custom Drivers] ウィンドウの [Next] をクリックします。
12 システム ドライバのインストールを求めるメッセージが表示されたら、[Yes] をクリック
します。
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13 ESX のインストール CD を挿入するように求めるメッセージが表示されたら、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。
14 ドライバの ISO ファイルの横にあるチェックボックスをオフ、インストール ISO ファイ
ルの横にあるチェックボックスをオンにします。
15 マッピングが完了するまで待ち、[KVM] タブのインストーラに戻ります。

ステップ 8

インストーラで、OS のインストール先の場所を選択するように求めるメッセージが表示された
ら、インストール ターゲット LUN を選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 9

自社の要件と標準に従い、インストールの進行状況を監視し、必要に応じてメッセージに応答し
てインストールを完了します。
インストールが完了すると、インストーラ ソフトウェアによってすべての物理ディスクがイジェ
クトされ、仮想ドライブのマッピングが解除され、サーバが再度リブートされます。 OS で、ブー
ト順の最初にあるインストール ターゲットがブートされます。
OS のカスタマイズについては、OS のマニュアルを参照してください。
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章

VMware vSphere ESXi のインストール
この章の内容は、次のとおりです。
• 内部ドライブへの VMware vSphere ESXi のインストール, 17 ページ
• ブート可能 SAN LUN への VMware vSphere ESXi のインストール, 19 ページ
• iSCSI ブート ドライブへの VMware vSphere ESXi のインストール, 21 ページ

内部ドライブへの VMware vSphere ESXi のインストール
この手順では、Cisco UCS Manager GUI と KVM コンソールを使用して、内部ドライブに VMware
ESXi と必要なドライバをインストールする方法について説明します。

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）とサービス プロファイル設定の前
提条件, （4 ページ）に説明されている前提条件を満たします。
• vSphere 4.x をインストールしている場合、オペレーティング システムに付属している標準の
システム ドライバとは別のカスタム ドライバが必要かどうかを確認します。
確認するには、Cisco UCS B-Series Drivers DVD または ISO ファイルを開き、
VMware/category/vendor/device_model/vSphere_version に移動し、そのフォル
ダにある README.html ファイルを読みます。

手順
ステップ 1

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、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, （7 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 2

次のいずれかの方法で、サーバの電源を再投入します。
• KVM コンソールの [KVM] タブを開き、[Macros] > Ctrl+Alt+Del を選択します。
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• Cisco UCS Manager GUI で、[General] タブの [Actions] 領域の [Reset] をクリックします。
• 物理サーバの電源ボタンを押します。
ヒント

サーバがインストール メディアからブートしない場合、サービス プロファイル設定の
前提条件, （4 ページ）の説明に従って、関連するサービス プロファイルに正しいブー
ト順が設定されていることを確認します。

ステップ 3

通常のブート順を上書きし、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 メッセージを確認し、[Boot Menu] を開くメッセージが表示されたら、F6
を押します。

ステップ 4

[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、[Cisco Virtual CD/DVD] を選択し、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、そのディスクが挿入されているディスク ドラ
イブを選択し、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 5

ESXi の [Welcome] 画面が表示されるまで待ち、Enter を押してインストール プロセスを開始しま
す。
ヒント
インストール ディスクまたはインストール済みのネットワーク アダプタを検出できな
い場合、インストールの前提条件のチェックリスト, （2 ページ）の説明に従って、
VMware でシスコ用にカスタマイズした ESXi インストール イメージを使用しているこ
とを確認します。

ステップ 6

（任意） [KVM] ウィンドウを使用するときに応答時間が遅くなる場合は、次のようにマウス ア
クセラレーションを変更します。
a) KVM コンソールの [KVM] タブで、[Tools] > [Session Options] を選択します。
b) [Mouse] タブを選択します。
c) [Mouse Acceleration] フィールドで、[Linux] を選択します。
d) [OK] をクリックして変更を適用します。

ステップ 7

インストーラで、OS のインストール先の場所を選択するように求めるメッセージが表示された
ら、インストール ターゲット ドライブを選択し、[Next] をクリックします。
すべての RAID 以外のドライブが名前順に表示されます。 RAID コントローラによって作成され
たボリュームは、論理ドライブとして表示されます。
重要

[Viking eUSB] と表示されているドライブには、OS またはドライバをインストールしない
でください。 OS では、eUSB ドライブはローカル ドライブと同じと見なされますが、
Cisco UCS Manager では、サーバのブート ドライブとして使用するローカル ドライブを指
定できません。 UCS Manager では、常に物理ローカル ドライブからサーバが起動され、
内部 USB（eUSB）ドライブがあっても無視されます。

ステップ 8

インストーラの [Confirm Install] 画面が表示されたら、F11 を押して選択内容を確認し、インストー
ル プロセスを開始します。

ステップ 9

インストーラの [Installation Complete] 画面が表示された場合：
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• ISO インストール イメージからインストールした場合、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、[Mapped] 列のチェックボックスをオフ
にしてインストール ISO のマッピングを解除します。
• 物理ディスクからインストールした場合、ディスクをイジェクトしてサーバから取り出しま
す。
ステップ 10

Enter を押して、ESXi があるインストール ターゲット ドライブをブートします。
ESXi のカスタマイズについては、VMware ESXi のマニュアルを参照してください。

ブート可能 SAN LUN への VMware vSphere ESXi のインス
トール
ここでは、Cisco UCS Manager GUI と KVM コンソールを使用して、ブート可能 SAN LUN に
VMware ESXi と必要なドライバをインストールする方法について説明します。

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）とサービス プロファイル設定の前
提条件, （4 ページ）に説明されている前提条件を満たします。
• 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。
• vSphere 4.x をインストールしている場合、オペレーティング システムに付属している標準の
システム ドライバとは別のカスタム ドライバが必要かどうかを確認します。
確認するには、Cisco UCS B-Series Drivers DVD または ISO ファイルを開き、
VMware/category/vendor/device_model/vSphere_version に移動し、そのフォル
ダにある README.html ファイルを読みます。

手順
ステップ 1

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、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, （7 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 2

次のいずれかの方法で、サーバの電源を再投入します。
• KVM コンソールの [KVM] タブを開き、[Macros] > Ctrl+Alt+Del を選択します。
• Cisco UCS Manager GUI で、[General] タブの [Actions] 領域の [Reset] をクリックします。
• 物理サーバの電源ボタンを押します。
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ヒント

サーバがインストール メディアからブートしない場合、サービス プロファイル設定の
前提条件, （4 ページ）の説明に従って、関連するサービス プロファイルに正しいブー
ト順が設定されていることを確認します。

ステップ 3

通常のブート順を上書きし、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 メッセージを確認し、[Boot Menu] を開くメッセージが表示されたら、F6
を押します。

ステップ 4

[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、[Cisco Virtual CD/DVD] を選択し、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、そのディスクが挿入されているディスク ドラ
イブを選択し、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 5

ESXi の [Welcome] 画面が表示されるまで待ち、Enter を押してインストール プロセスを開始しま
す。
ヒント
インストール ディスクまたはインストール済みのネットワーク アダプタを検出できな
い場合、インストールの前提条件のチェックリスト, （2 ページ）の説明に従って、
VMware でシスコ用にカスタマイズした ESXi インストール イメージを使用しているこ
とを確認します。

ステップ 6

（任意） [KVM] ウィンドウを使用するときに応答時間が遅くなる場合は、次のようにマウス ア
クセラレーションを変更します。
a) KVM コンソールの [KVM] タブで、[Tools] > [Session Options] を選択します。
b) [Mouse] タブを選択します。
c) [Mouse Acceleration] フィールドで、[Linux] を選択します。
d) [OK] をクリックして変更を適用します。

ステップ 7

インストーラで、OS のインストール先の場所を選択するように求めるメッセージが表示された
ら、インストール ターゲット LUN を選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 8

インストーラの [Confirm Install] 画面が表示されたら、F11 を押して選択内容を確認し、インストー
ル プロセスを開始します。

ステップ 9

インストーラの [Installation Complete] 画面が表示された場合：
• ISO インストール イメージからインストールした場合、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、[Mapped] 列のチェックボックスをオフ
にしてインストール ISO のマッピングを解除します。
• 物理ディスクからインストールした場合、ディスクをイジェクトしてサーバから取り出しま
す。

ステップ 10

Enter を押して、ESXi があるインストール ターゲット ドライブをブートします。
ESXi のカスタマイズについては、VMware ESXi のマニュアルを参照してください。
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iSCSI ブート ドライブへの VMware vSphere ESXi のインス
トール
この手順では、Cisco UCS Manager GUI と KVM コンソールを使用して、iSCSI ブート ドライブに
VMware ESXi と必要なドライバをインストールする方法について説明します。

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）とサービス プロファイル設定の前
提条件, （4 ページ）に説明されている前提条件を満たします。
• vSphere 4.x をインストールしている場合、オペレーティング システムに付属している標準の
システム ドライバとは別のカスタム ドライバが必要かどうかを確認します。
確認するには、Cisco UCS B-Series Drivers DVD または ISO ファイルを開き、
VMware/category/vendor/device_model/vSphere_version に移動し、そのフォル
ダにある README.html ファイルを読みます。

手順
ステップ 1

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、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, （7 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 2

次のいずれかの方法で、サーバの電源を再投入します。
• KVM コンソールの [KVM] タブを開き、[Macros] > Ctrl+Alt+Del を選択します。
• Cisco UCS Manager GUI で、[General] タブの [Actions] 領域の [Reset] をクリックします。
• 物理サーバの電源ボタンを押します。
ヒント

サーバがインストール メディアからブートしない場合、サービス プロファイル設定の
前提条件, （4 ページ）の説明に従って、関連するサービス プロファイルに正しいブー
ト順が設定されていることを確認します。

ステップ 3

通常のブート順を上書きし、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 メッセージを確認し、[Boot Menu] を開くメッセージが表示されたら、F6
を押します。

ステップ 4

[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、[Cisco Virtual CD/DVD] を選択し、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、そのディスクが挿入されているディスク ドラ
イブを選択し、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 5

ESXi の [Welcome] 画面が表示されるまで待ち、Enter を押してインストール プロセスを開始しま
す。
ヒント
インストール ディスクまたはインストール済みのネットワーク アダプタを検出できな
い場合、インストールの前提条件のチェックリスト, （2 ページ）の説明に従って、
VMware でシスコ用にカスタマイズした ESXi インストール イメージを使用しているこ
とを確認します。

ステップ 6

（任意） [KVM] ウィンドウを使用するときに応答時間が遅くなる場合は、次のようにマウス ア
クセラレーションを変更します。
a) KVM コンソールの [KVM] タブで、[Tools] > [Session Options] を選択します。
b) [Mouse] タブを選択します。
c) [Mouse Acceleration] フィールドで、[Linux] を選択します。
d) [OK] をクリックして変更を適用します。

ステップ 7

インストーラで、OS のインストール先の場所を選択するように求めるメッセージが表示された
ら、インストール ターゲット LUN を選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 8

インストーラで、OS のインストール先の場所を選択するように求めるメッセージが表示された
ら、インストール ターゲットの iSCSI ブート ドライブを選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 9

インストーラの [Confirm Install] 画面が表示されたら、F11 を押して選択内容を確認し、インストー
ル プロセスを開始します。

ステップ 10

インストーラの [Installation Complete] 画面が表示された場合：
• ISO インストール イメージからインストールした場合、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、[Mapped] 列のチェックボックスをオフ
にしてインストール ISO のマッピングを解除します。
• 物理ディスクからインストールした場合、ディスクをイジェクトしてサーバから取り出しま
す。

ステップ 11

Enter を押して、ESXi があるインストール ターゲット ドライブをブートします。
ESXi のカスタマイズについては、VMware ESXi のマニュアルを参照してください。
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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。
• 取り付け済みデバイスの表示, 23 ページ

取り付け済みデバイスの表示
UCS Manager GUI を使用した取り付け済みデバイスの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] > [Server Number] >
[Adapter] の順に展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Adapters] タブを確認します。
選択したサーバにインストールされているすべてのアダプタが表に表示されます。

UCS Manager CLI を使用した取り付け済みインターフェイス カードの
表示
手順
ステップ 1

Telnet または SSH を使用して UCS システムに接続します。

ステップ 2

UCS-A# scope server chassis-id / server-id
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指定したシャーシの指定したサーバについて、シャーシのサーバ モードを入力します。
ステップ 3

UCS-A /chassis/server # show adapter
サーバに取り付けられているインターフェイス カードの一覧が PID 番号順に表示されます。

switch-A # scope chassis-2 server10
switch-A /chassis-2 # show adapter
Server 1/1:
Adapter PID Vendor
------- ---------1 N20-AE0002 Cisco
2 N20-AE0003 Cisco

Serial Operational State
----------------- ------------ ----------------Systems Inc EXM12510017 Operable
Systems Inc EXM12510018 Operable

switch-A /server-qual #

KVM コンソールを使用した取り付け済みデバイスの表示
手順
ステップ 1

Web ブラウザで、Cisco UCS Manager GUI の Web リンクを入力または選択します。
例：

デフォルトの Web リンクは http://UCSManager_IP または https://UCSManager_IP で
す。 スタンドアロン構成の場合、UCSManager_IP はファブリック インターコネクトの管理ポー
トの IP アドレスです。 クラスタ構成の場合、UCSManager_IP は Cisco UCS Manager に割り当て
られている IP アドレスです。
ステップ 2

[Launch Page]Cisco UCS Manager 起動ページの [Launch KVM Manager] をクリックします。

ステップ 3

[Security Alert] ダイアログボックスが表示された場合は、[Yes] をクリックしてセキュリティ証明
書を受け入れ、続行します。

ステップ 4

[UCS - KVM Launch Manager Login] ページで、次の手順を実行します。
a) Cisco UCS のユーザ名およびパスワードを入力します。
b) （任意） Cisco UCS の実装に複数ドメインが含まれる場合は、[Domain] ドロップダウン リス
トから適切なドメインを選択します。
c) [OK] をクリックします。

ステップ 5

KVM Launch Manager の [Service Profiles] テーブルで、次の手順を実行します。
a) インストール済みデバイスの確認に使用するサービス プロファイルとそれに関連するサーバを
含む行を探します。
b) そのサーバの [Launch KVM] 列の [Launch] をクリックします。
別ウィンドウに KVM コンソールが表示されます。
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ヒント

ステップ 6

KVM セッションを開いたときにキーボードの Caps Lock キーがオンになっており、
その後に続いて Caps Lock キーをオフにすると、KVM コンソールは Caps Lock キー
がオンのときのように動作する場合があります。 KVM コンソールとキーボードを
同期させるには、KVM コンソールにフォーカスがない状態で Caps Lock キーを 1 度
押し、次に KVM コンソールにフォーカスを置いて Caps Lock キーをもう一度押しま
す。

サーバをリブートし、ブートアップ時にコンソール画面に表示される取り付け済みデバイスに関
する情報を確認します。
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