サーバのオペレーティング システムまたは
ハイパーバイザのインストール
この章は、次の項で構成されています。
• オペレーティング システムまたはハイパーバイザのインストール方法, 1 ページ
• KVM コンソール, 2 ページ
• PXE インストール サーバ, 3 ページ
• ホスト イメージ マッピング, 4 ページ
• MGF（GE1）インターフェイスによる ESX ネットワーク接続の設定, 9 ページ

オペレーティングシステムまたはハイパーバイザのイン
ストール方法
E シリーズ サーバおよびNCEは複数のオペレーティング システムとハイパーバイザをサポートし
ます。インストールされるプラットフォームに関係なく、次のいずれかのツールを使用してサー
バにインストールできます。
• KVM コンソール
• PXE インストール サーバ
• ホスト イメージ マッピング

注意

仮想ドライブをマップするには 1 種類だけを使用する必要があります。たとえば、KVM コン
ソールまたは Host Image Mapping のいずれかを使用します。組み合わせて使用すると、サーバ
が未定義の状態になります。
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KVM コンソール

KVM コンソール
KVM コンソールは CIMC からアクセス可能なインターフェイスであり、サーバへのキーボード、
ビデオ、マウスの直接接続をエミュレートします。KVM コンソールを使用すると、リモートの場
所からサーバに接続できます。サーバに物理的に接続された CD/DVD ドライブまたはフロッピー
ドライブを使用する代わりに、KVM コンソールは仮想メディアを使用します。これは、仮想
CD/DVD ドライブまたはフロッピー ドライブにマップされる実際のディスク ドライブまたはディ
スク イメージ ファイルです。次のいずれでも仮想ドライブにマップできます。
• コンピュータ上の CD/DVD またはフロッピー ドライブ
• コンピュータ上のディスク イメージ ファイル（ISO または IMG ファイル）
• コンピュータ上の USB フラッシュ ドライブ
KVM コンソールを使用して、サーバにオペレーティング システムまたはハイパーバイザをイン
ストールし、次の作業を行うことができます。
• ブートアップ中に F2 を押して、BIOS セットアップ メニューにアクセスします。
• ブートアップ中に F8 を押して、CIMC Configuration Utility にアクセスします。

（注）

CIMC Configuration Utility は EHWIC E シリーズ NCE および NIM E シリーズ
NCE には適用されません。

• Cisco UCS M1 および M2 サーバの場合は、ブートアップ中に Ctrl+H を押し、WebBIOS にア
クセスして RAID を設定します。
Cisco UCS M3 サーバの場合は、ブートアップ中に Ctrl+R を押し、MegaRAID コントローラ
にアクセスして RAID を設定します。

（注）

RAID は EHWIC E シリーズ NCE および NIM E シリーズ NCE ではサポートさ
れていません。これらの SKU では、Ctrl+H および Ctrl+R は機能しません。

KVM コンソールを起動するための Java 要件
KVM コンソールを起動するためには、システムにリリース 1.6 以降の Java をインストールしてお
く必要があります。
証明書が Java で取り消しされたために KVM コンソールが起動しない場合は、Java の設定を変更
する必要があります。次の手順を実行します。
1 Java コントロール パネルにアクセスします。
2 [Advanced] タブをクリックします。
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3 [Perform certificate revocation on] で、[Do not check (not recommended)] ラジオ ボタンを選択しま
す。詳細については、http://www.java.com/en/download/help/revocation_options.xmlを参照してく
ださい。

KVMコンソールを使用したオペレーティングシステムまたはハイパー
バイザのインストール
KVM コンソールは GUI を介してのみ動作するため、CLI を使用してオペレーティング システム
またはハイパーバイザをインストールすることはできません。KVM コンソールを使用してプラッ
トフォームをインストールする手順については、『GUI Configuration Guide for Cisco UCS E-Series
Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute Engine』の「Installing an Operating System or
Hypervisor Using the KVM Console」の項を参照してください。

PXE インストール サーバ
Preboot Execution Environment（PXE）インストール サーバを使用すると、クライアントはリモー
トの場所からオペレーティング システムまたはハイパーバイザをブートおよびインストールでき
ます。この方法を使用するには、PXE 環境が設定されていて、VLAN（通常は専用のプロビジョ
ニング VLAN）で使用できるようになっている必要があります。さらに、サーバがネットワーク
からブートするように設定されている必要があります。サーバは、ブートすると、PXE要求をネッ
トワーク経由で送信します。PXE インストール サーバは、この要求に応答確認し、サーバにオペ
レーティング システムまたはハイパーバイザをインストールするイベントのシーケンスを開始し
ます。
PXE サーバは、インストール ディスク、ディスク イメージ、またはスクリプトを使用して、オペ
レーティングシステムまたはハイパーバイザをインストールできます。また、独自のディスクイ
メージを使用して、プラットフォーム、追加コンポーネント、またはアプリケーションをインス
トールすることもできます。

（注）

PXE インストールは、多数のサーバにプラットフォームをインストールする場合に効率のよい
方法です。ただし、この方法を使用するには PXE 環境をセットアップする必要があることを
考えると、他のインストール方法を使用する方が簡単な場合があります。

PXE インストールサーバを使用したオペレーティング システムまたは
ハイパーバイザのインストール
はじめる前に
VLAN 経由でサーバに到達できることを確認します。
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ホスト イメージ マッピング

（注）

VMware vSphere Hypervisor ではカスタマイズしたイメージが必要です。カスタマイズされたイ
メージをダウンロードするには、カスタマイズされた VMware vSphere Hypervisor イメージの
ダウンロード, （9 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

ブート順を [PXE] に設定します。

ステップ 2

サーバをリブートします。
注意
共有 LOM インターフェイスを使用して CIMC にアクセスしている場合は、サーバのリ
ブート プロセス中に CIMC GUI を使用しないでください。CIMC GUI を使用すると、イー
サネット ポートに設定されていた IP アドレスがブート エージェントによってオーバーラ
イドされるため、PXE のインストール中に GUI の接続が解除されます。
VLAN で PXE インストール サーバを使用できる場合は、サーバが再起動するとインストール プ
ロセスが開始します。通常、PXE インストールは自動化されており、追加のユーザ入力を必要と
しません。残りのインストールプロセスについては、インストールしているオペレーティングシ
ステムまたはハイパーバイザのインストレーション ガイドを参照してください。

次の作業
インストールが完了したら、LAN のブート順を元の設定にリセットします。

ホスト イメージ マッピング
ホスト イメージ マッピング機能を使用すると、ホスト イメージのダウンロード、マッピング、
マッピング解除、または削除を行うことができます。Microsoft Windows、Linux、VMware などの
ホスト イメージを、リモート FTP または HTTP サーバから CIMC 内部リポジトリにダウンロード
してから、E シリーズ サーバまたはNCE内の USB コントローラの仮想ドライブにマップします。
イメージをマップした後は、イメージをマウントした仮想ドライブが最初のブート デバイスにな
るようにブート順序を設定してから、サーバをリブートします。ホスト イメージはファイル拡張
子として .iso または .img がなければなりません。
また、ホストイメージマッピング機能により、診断イメージをダウンロードし、マウントできま
す。診断イメージのファイル拡張子は必ず .diag になります。

ホスト イメージのマッピング
はじめる前に
• admin 権限を持つユーザとして CIMC にログインします。
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• 適切なサードパーティからホスト イメージ ファイルを取得します。

（注）

VMware vSphere Hypervisor ではカスタマイズしたイメージが必要です。カスタマイズされたイ
メージをダウンロードするには、カスタマイズされた VMware vSphere Hypervisor イメージの
ダウンロード, （9 ページ）を参照してください。

（注）

アップデートがすでに処理中であるときにイメージ アップデートを開始すると、どちらのアッ
プデートも失敗します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server#
scopehost-image-mapping

remote install コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /remote-install
#download-image {ftp | ftps |
http | https} server-ip-address
path / filename [username
username password password]

指定したリモート サーバから CIMC 内部リポジトリ
にイメージをダウンロードします。ホスト イメージ
のファイル拡張子は必ず .iso になります。リモート
サーバには、FTP、FTPS、HTTP、または HTTPS サー
バを指定できます。リモート サーバでユーザ認証が
必要な場合は、リモートサーバのユーザ名とパスワー
ドを追加する必要があります。
（注）
（注）

イメージ ファイルがサイズ制限を超える
と、エラー メッセージが表示されます。
HTTP サーバはユーザ認証をサポートして
いません。FTP だけがユーザ認証をサポー
トしています。

ステップ 3

（任意）Server /remote-install イメージ ダウンロードのステータスを表示します。
# show detail

ステップ 4

Server /remote-install
#map-image

USB コントローラの仮想ドライブにイメージをマウ
ントします。仮想ドライブには、次のいずれかを使用
できます。
• HDD：ハード ディスク ドライブ
• FDD：フロッピー ディスク ドライブ
• CDROM：ブート可能 CD-ROM
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

（任意）Server /remote-install ホスト イメージ マッピングのステータスを表示しま
# show detail
す。

次に、ホストのイメージをマッピングする例を示します。
Server# scope host-image-mapping
Server /remote-install # download-image ftp 10.20.34.56 pub/hostimage.iso
--Server /remote-install # show detail
Host Image Info:
Name: HostImage.iso
Size: 6626848
Last Modified Time: Fri, 12 Aug 2011 21:13:27 GMT
Host Image Status: Download Successful!!
Server /remote-install # map-image
--status: ok
--Server /remote-install # show detail
Host Image Info:
Name: HostImage.iso
Size: 6626848
Last Modified Time: Fri, 12 Aug 2011 21:13:27 GMT
Host Image Status: Image mapped successfully!!

次の作業
1 イメージがインストールされている仮想ドライブが最初にブートされるデバイスになるよう
に、ブート順を設定します。サーバのブート順の設定を参照してください。
2 サーバをリブートします。イメージにアンサー ファイルが含まれている場合は、オペレーティ
ング システムのインストールは自動化され、イメージがインストールされます。それ以外の場
合は、インストール ウィザードが表示されます。ウィザードの手順に従って、イメージをイン
ストールします。
3 オペレーティング システムまたはハイパーバイザをインストールした後にディスク ドライブ
が表示されない場合は、ドライバをインストールする必要があります。Microsoft Windows Server
へのドライバのインストール手順については、Microsoft Windows Server 用のドライバのインス
トール, （6 ページ）を参照してください。
4 インストールが完了したら、仮想メディアのブート順を元の設定にリセットします。

Microsoft Windows Server 用のドライバのインストール
（注）

E シリーズ サーバまたは NCE オプション 1（オペレーティング システムまたはハイパーバイ
ザが事前にインストールされていない E シリーズ サーバまたは NCE）を購入し、Microsoft
Windows Server の自身のバージョンをインストールする場合は、ドライバをインストールする
必要があります。

Cisco UCS E シリーズ サーバと Cisco UCS E シリーズ ネットワーク コンピュート エンジンの統合管
理コントローラ リリース 3.1.1 CLI コンフィギュレーション ガイド
6

サーバのオペレーティング システムまたはハイパーバイザのインストール
ホスト イメージのマッピング

Microsoft Windows オペレーティング システムでは、次のドライバをインストールする必要があり
ます。
• Windows 2008 R2 用のオンボード ネットワーク ドライバ
• Windows 2008 R2 用の LSI ドライバ（オンボード ハードウェア RAID コントローラ）
• Windows 2008 R2 用の Intel ドライバ
• Windows 用の Intel サーバ チップセット ドライバ
• Windows Server 2012 R2 用の Intel ネットワーク アダプタ ドライバ

（注）

「Windows Server 2012 R2 用の Intel ネットワーク アダプタ ドライバ」ドライバは、次のサー
バにのみ適用できます。
• UCS-E160S-M3 サーバ
• UCS-EN140N-M2 サーバ
• UCS-EN120E-M2 サーバ

（注）

追加ドライバは Windows 2012 には必要ではありません。
10 ギガビット アドオン カードを購入した場合は、Windows 2008 R2 用の 10G PCIe ネットワーク
ドライバもインストールする必要があります。

手順
ステップ 1

ドライバを Cisco.com からダウンロードします。シスコからのソフトウェアの取得を参照してく
ださい。

ステップ 2

ドライバ ファイルを USB フラッシュ ドライブにコピーします。

ステップ 3

使用する Microsoft Windows Server をインストールします。
インストール プロセスの途中で、LSI ドライバを要求されます。

ステップ 4

USB フラッシュ ドライブを E シリーズ サーバの USB スロットに差し込み、LSI ドライバをイン
ストールします。
この手順は E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この手順は EHWIC E
シリーズ NCE および NIM E シリーズ NCE には適用されません。

ステップ 5

Microsoft Windows Server のインストールが完了したら、オンボード ネットワーク ドライバ
（Broadcom）と Intel ドライバをインストールします。
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ホスト イメージのマッピング解除
はじめる前に
admin 権限を持つユーザとして CIMC にログインします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scopehost-image-mapping remote install コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /remote-install
#unmap-image

ステップ 3

Server /remote-install # show detail （任意）ホストのイメージのマッピング解
除に関するステータスを表示します。

USBコントローラの仮想ドライブからイメー
ジをマウント解除します。

次に、ホストのイメージのマッピングを解除する例を示します。
Server# scope host-image-mapping
Server /remote-install # unmap-image
Server /remote-install # show detail
Host Image Info:
Name: HostImage.iso
Size: 6626848
Last Modified Time: Fri, 12 Aug 2011 21:13:27 GMT
Host Image Status: Image unmapped successfully!!

ホスト イメージの削除
はじめる前に
admin 権限を持つユーザとして CIMC にログインします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scopehost-image-mapping

リモートのインストール モードを開始
します。

ステップ 2

Server /remote-install #delete-image

CIMC 内部リポジトリからイメージを削
除します。
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次に、ホストのイメージを削除する例を示します。
Server# scope host-image-mapping
Server /remote-install # delete-image

カスタマイズされた VMware vSphere Hypervisor イメージのダウンロー
ド
手順
ステップ 1

https://my.vmware.com/web/vmware/login にアクセスします。
VMware ログイン ページが表示されます。

ステップ 2

自分の VMware クレデンシャルを入力し、[Log In] をクリックします。
VMware のアカウントがない場合は、[Register] をクリックして無料アカウントを作成します。

ステップ 3

[Downloads] をクリックし、ドロップダウン リストから [All Products

ステップ 4

必要に応じて、次のいずれかを実行します。

を選択します。

• VMware vSphere Hypervisor 5.1 イメージをダウンロードするには、[Search] フィールドで
ESXi-5.1.0-799733-custom-Cisco-2.1.0.3.iso と入力し、[Search] アイコンをクリックします。
[Search Results] から [VMware vSphere] > [Drivers & Tools] > [Cisco Custom Image for ESXi 5.1.0
GA Install CD] をクリックし、[Download] をクリックします。
• VMware vSphere Hypervisor 5.5 イメージをダウンロードするには、[Search] フィールドで
ESXi-5.5.0-1331820-custom-Cisco-5.5.0.1.iso と入力し、[Search] アイコンをクリックします。
[Search Results] から [VMware vSphere] > [Drivers & Tools] > [CISCO Custom Image for ESXi 5.5.0
GA Install CD] をクリックし、[Download] をクリックします。

次の作業
VMware vSpere Hypervisor のイメージをインストールします。

MGF（GE1）インターフェイスによるESXネットワーク接
続の設定
UCS E シリーズ サーバでは、MGF（GE1）インターフェイスは、バックプレーンを介してイーサ
ネット スイッチ モジュールに内部接続します。この項では、UCS E シリーズ ホストと外部ネッ
トワーク間の通信リンクの設定方法について説明します。
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（注）

この機能は、ISR G2 シリーズ ルータの EHWIC 4ESGP に対応している UCS E シリーズ サーバ
でのみサポートされます。
次の 3 つのシナリオにより、MGF（GE1）インターフェイスによる ESX ネットワーク接続を設定
できます。
• L2 ネットワーキング：ホストと VM が同じサブネット内にある
• L3 ネットワーキング：ホストと VM が異なるネットワークにある
• L3 ネットワーキング：ホストと VM が同じネットワーク内にある
L2 ネットワーキング：ホストと VM が同じサブネット内にある
このシナリオでは、UCS E シリーズ ブレードは VLAN 100 および 200 で VM をホストします。ト
ラフィックは MGF/UCSE2/1/ GE1 インターフェイスを介してルータに到着し、EHWIC モジュール
によって物理ホストに切り替えられます。
次の設定は、（同じ VLAN 内の）VM と物理ホストが通信するしくみを示しています。

Cisco UCS E シリーズ サーバと Cisco UCS E シリーズ ネットワーク コンピュート エンジンの統合管
理コントローラ リリース 3.1.1 CLI コンフィギュレーション ガイド
10

サーバのオペレーティング システムまたはハイパーバイザのインストール
MGF（GE1）インターフェイスによる ESX ネットワーク接続の設定

L3 ネットワーキング：ホストと VM が異なるネットワークにある
このシナリオでは、VM は、UCSE2/1 を介してルータにトラフィックを送信することにより、別
のサブネット内のホストと通信します。ルータ上で、トラフィックは VLAN インターフェイスに
到着し、ISRG2 により L3 ルーティングされます。

L3 ネットワーキング：ホストと VM が同じネットワーク内にある
このシナリオでは、物理ホストは VM と同じサブネット内にありますが、ルータに EHWIC があ
りません。次の設定により物理ホストをオンボード L3 インターフェイスに接続し、VM と物理ホ
スト間の通信を有効にできます。
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