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対象読者
このマニュアルは、Cisco UCS Director を使用し、以下の少なくとも 1 つの分野において責任と専
門知識を持つデータセンター管理者を主に対象としています。
• 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
• 仮想化および仮想マシン

推奨される予備知識
Cisco UCS Director Bare Metal Agent を展開および管理するには、以下の知識が必要です。
• DHCP の設定
• PXE ブート
• TFTP の機能
• HTTP の機能
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はじめに
表記法

• Linux
• 仮想化テクノロジー

表記法
テキストのタイプ

表示

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メインタイトル] のように示しています。

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（Italic）で示しています。
TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

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。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体 this font で示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体 this font 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。
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はじめに
関連資料

（注）

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

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。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」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。

警告

安全上の重要な注意事項
「危険」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。装置の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての
警告を参照してください。
これらの注意事項を保管しておいてください。

関連資料
『Cisco UCS DirectorDocumentation Roadmap』
Cisco UCS Director の資料の詳細なリストについては、次の URL にある 『Cisco UCS Director
Documentation Roadmap』 を参照してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/
ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html
『Cisco UCS Documentation Roadmaps』
すべての B シリーズ マニュアルの完全なリストについては、『Cisco UCS B-Series Servers
Documentation Roadmap』（URL：http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc）を参照し
てください。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
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はじめに
マニュアルに関するフィードバック

（注）

『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』には Cisco UCS Manager および Cisco UCS
Central のドキュメントのリンクが含まれています。『Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap』には Cisco Integrated Management Controller のドキュメントのリンクが含まれていま
す。

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、ucs-director-docfeedback@cisco.com までコメントをお送りください。ご協力をよろ
しくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス リクエストの送信、追加情報
の収集の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信するに
は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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章

このリリースの新規情報および変更情報
この章は、次の項で構成されています。
• 新情報および変更情報, 1 ページ

新情報および変更情報
次の表は、この最新リリースに関するガイドでの主な変更点の概要を示したものです。この表は、
このマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものではありま
せん。
表 1：リリース 6.5 の新規情報および変更情報

機能

説明

参照先

複数バージョンの Windows の
同時展開のサポート

1 つの BMA から複数バージョンの MEMDISK を使用した
Windows を同時に展開できるよう Windows の複数バージョン
になりました。以前は 1 つの BMA の同時展開, （69 ページ）
から展開できるのは1つのバージョ
ンの Windows のみでした。

UCS Director からの BMA アカ OS イメージをベアメタル エージェ OS イメージ ファイルの
ウントの管理
ント アカウントにアップロードし アップロード, （22 ペー
て OS イメージをプロビジョニング ジ）
するオプションがあります。
PXE リクエスト設定の表示と
レポート

[管理（Administration）] > [物理ア Cisco UCS Director での PXE
カウント（Physical Accounts）] を ブート要求の作成, （90
選択し、[ベアメタル エージェント ページ）
（Bare Metal Agents）] をクリック
して PXE ブート リクエストを作成
するオプションがあります。
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このリリースの新規情報および変更情報
新情報および変更情報

機能

説明

Windows 2016 - Hyper-V/OS オ
プション

Windows Hyper-V 2016 ベアメタル Windows Server 2016 x64 オ
OS インストールがサポートされて ペレーティング システム イ
います。
メージ, （63 ページ）

vSphere/ESXi 6.5 のサポート

vSphere/ESXi 6.5 ベアメタル OS イ ベア メタル エージェント
ンストールがサポートされていま での非 Windows OS イメー
す。
ジの追加, （35 ページ）

GUI でのネットワーク ステー
タス

ベアメタル エージェント アカウン
トのネットワーク インターフェイ
スの詳細を表示するオプションが
あります。
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参照先
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概要
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco UCS Director Bare Metal Agent, 3 ページ
• 最小システム要件, 4 ページ
• 注意事項と制約事項, 4 ページ
• ネットワーク構成オプション, 6 ページ
• ベア メタル エージェントによるベア メタル サーバのプロビジョニング, 8 ページ
• ベア メタル エージェント のアップグレード, 8 ページ

Cisco UCS Director Bare Metal Agent
Cisco UCS Director Bare Metal Agent（BMA）は、ブート前実行環境（PXE）を使用してベア メタ
ル サーバまたは仮想マシンへのオペレーティング システムのインストール プロセスを自動化し
ます。ベア メタル エージェント は、機能的な PXE インストール環境に必要な次のサービスを提
供します。
• Dynamic Host Control Protocol（DHCP）
• ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）
• トリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP）
この環境が使用可能で、ベア メタル エージェント と Cisco UCS Director が正しく設定されていれ
ば、PXE インストール タスクを任意の Cisco UCS Director インフラストラクチャ ワークフローに
組み込むことができます。
ベア メタル エージェント には、セキュア シェル（SSH）経由でアクセスできます。また、DHCP
の設定、サービスの開始と停止などのサービスを Cisco UCS Director を使用して、ベア メタル エー
ジェント 上で実行できます。単一の Cisco UCS Director ノードで、複数の ベア メタル エージェン
ト アプリケーションをサポートできます。
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最小システム要件
ベア メタル エージェント の適切なインストールと操作のためには、環境が最小システム要件を
満たしている必要があります。
VMware vSphere の最小要件
名前

要件

VMware vCenter サーバ

4.0 以降

VMware vCenter の最少予約量

最少 CPU 数：2
メモリ：3 GB
ハード ディスク：40 GB

Microsoft Hyper-V の最小要件
名前

要件

Hyper-V

次のいずれかを備えた Windows Server 2008 R2 または
Windows Server 2012
• 2.0
• 3.1

Hyper-V の最少予約量

最少 CPU 数：2
メモリ：3 GB
ハード ディスク：40 GB

注意事項と制約事項
ベア メタル エージェント をインストールする前に、次のガイドラインと制約事項に注意してく
ださい。
ベア メタル エージェント の接続
ベア メタル エージェント アプリケーションごとに、1 つの Cisco UCS Director ノードにしか接続
できません。

Cisco UCS Director Bare Metal Agent リリース 6.5 インストールおよびコンフィギュレーション ガイ
ド
4

概要
注意事項と制約事項

ネットワーク可用性
インストールと設定が完了した後、システム環境が次のネットワーク可用性を満たす必要があり
ます。
• ベア メタル エージェント は、ネットワーク経由で Cisco UCS Director に到達できる必要があ
ります。
• Cisco UCS Director はネットワーク上の ベア メタル エージェント に到達できる必要がありま
す。
• ベア メタル サーバ（ブレードまたはラック）は、PXE でオペレーティング システムをイン
ストールする最初の段階から、ベア メタル エージェント の DHCP ネットワークに到達でき
る必要があります。
DHCP の設定
DHCP を使用する場合、DHCP サーバを ベア メタル エージェント と同一の PXE VLAN に配置し
ます。次に、その DHCP サーバで必要になる IP アドレス範囲を DHCP サーバに設定します。
VLAN の設定
ネットワーク設定のセットアップでは、1 つの PXE VLAN と 1 つの管理 VLAN（別々の VLAN）
という設定が最もよく使用されます。ただし、必要に応じて、ベア メタル エージェント は両方
で 1 つの VLAN をサポートします。
Cisco UCS、Cisco UCS Director と ベア メタル エージェント の間で VLAN エンドツーエンドを設
定します。ただし、ベア メタル エージェント を設定するときに、PXE_VLAN レイヤ 2 ネットワー
クと管理 VLAN ネットワーク間でルーティングが発生することを想定しないでください。
DHCP を使用するように ベア メタル エージェント を設定する場合は、PXE VLAN とそのサブネッ
トに DHCP サーバを配置して設定します。この DHCP サーバは、PXE プロセスに必要な一時 IP
アドレスの役割を果たします。2 つの VLAN が存在する環境では、管理 VLAN のサブネットから
IP アドレスがサーバに割り当てられます。Cisco UCS Director で管理されている IP アドレス プー
ルによって、この IP アドレスが割り当てられます。
ベア メタル エージェント に 2 つの VLAN を設定する場合は、次の 2 つの IP アドレス属性を設定
します。
• PXE VLAN 内の ベア メタル エージェント 用の IP アドレス
• 管理 VLAN 内の ベア メタル エージェント 用の 2 つ目の IP アドレス
TFTP サーバ（TFTP Server）
ベア メタル エージェント を使用している場合は、Cisco UCS Director TFTP サーバを使用して、動
的変数などの設定が正しく機能することを確認します。
ベア メタル エージェント アカウントを追加すると、ベア メタル エージェント がサービスの開始
時に TFTP サーバを設定します。
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ネットワーク構成オプション
ベア メタル エージェント では、次のネットワーク設定オプションを選択できます。
• 管理および Preboot Execution Environment（PXE）用の単一ネットワーク
• 管理と PXE のための個別のネットワーク
ご使用の環境の要件に最適なネットワーク設定オプションを選択してください。
管理と PXE のための単一のネットワーク
使用する環境で、次のものを同じ VLAN（レイヤ 2）ネットワーク上でホストできる場合は、こ
のネットワーク設定オプションを選択することをお勧めします（次の図を参照）。
• ベア メタル エージェント から提供されるサービス（DHCP、TFTP、HTTP など）
• ベア メタル エージェント と Cisco UCS Director またはその他のデバイスやアプライアンスと
の間の管理トラフィック
図 1：単一のネットワークのサンプル トポロジ

管理と PXE のための個別のネットワーク
使用する環境で、次のものを同じネットワーク インターフェイスおよびレイヤ 2 ネットワーク上
でホストできない場合は、このネットワーク設定オプションを選択することをお勧めします（下
の図を参照）。
• PXE ネットワーク上の ベア メタル エージェント から提供されるサービス（DHCP、TFTP、
HTTP など）
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• 管理ネットワーク上の ベア メタル エージェント と Cisco UCS Director またはその他のデバ
イスやアプライアンスとの間のトラフィック
図 2：個別の PXE ネットワークと管理ネットワークのサンプル トポロジ

ネットワーク設定の前提条件
ベア メタル エージェント のネットワーク設定を行うには、環境が次の前提条件を満たしている
ことを確認してください。
• 該当する Cisco UCS Director installation guide の説明に従って Cisco UCS Director がインストー
ルされ、ネットワーク インターフェイスが設定されている。
• Cisco UCS Director Bare Metal Agent が Web ブラウザ経由で到達可能で、ログインすることが
できる。
• ベア メタル エージェント がインストールされ、追加設定は実行されていない。
• 単一のネットワーク設定を行うには、必要な単一の管理および PXE VLAN がプロビジョニン
グされ、かつ、仮想マシン（VM）を接続するか、VM で使用できる、仮想ポート グループ
やポート プロファイルとして使用可能になっているかを確認してください。
• 個別のネットワーク設定を行うには、次のネットワークがプロビジョニングされ、かつ、VM
を接続するか、VM で使用できる、仮想ポート グループやポート プロファイルとして使用可
能になっているかを確認してください。
◦ 管理（MGMT）ネットワーク：ベア メタル エージェント と Cisco UCS Director の間の
トラフィックに使用されます。
◦ PXE ネットワーク：PXE サービス トラフィック（DHCP、HTTP、TFTP など）に使用
されます。
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ベア メタル エージェントによるベア メタル サーバのプ
ロビジョニング
ベア メタル エージェント によるベア メタル サーバのオペレーティング システムのインストール
に関するプロセスを次に示します。
• ベア メタル エージェント をインストールします。Cisco UCS Director Bare Metal Agent のイン
ストール, （9 ページ）を参照してください。
• ベア メタル エージェント を設定します。Cisco UCS Director Bare Metal Agent の設定, （15
ページ）を参照してください。
• ベア メタル エージェント に OS イメージを追加します。Windows OS イメージの追加, （41
ページ）または非 Windows OS イメージの追加, （35 ページ）を参照してください。
• ベア メタル サーバの OS イメージをワークフロー タスクによって展開します。オーケスト
レーション ワークフロー タスクによる OS イメージのプロビジョニング, （73 ページ）を参
照してください。
Cisco UCS Director による ベア メタル エージェント の運用の管理については、ベアメタル エー
ジェントの管理, （27 ページ） を参照してください。

ベア メタル エージェント のアップグレード
ベア メタル エージェント のアップグレードの詳細については、『Cisco UCS Director Upgrade
Guide』を参照してください。
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Cisco UCS Director Bare Metal Agent のインス
トール
この章は、次の項で構成されています。
• VMware vSphere への Cisco UCS Director Bare Metal Agent のインストール, 9 ページ
• Microsoft Hyper-V への Cisco UCS Director Bare Metal Agent のインストール, 11 ページ

VMware vSphere への Cisco UCS Director Bare Metal Agent
のインストール
はじめる前に
• VMware vSphere または vCenter のシステム管理者権限を持っている必要があります。
• DHCP ではなく静的 IP アドレスを使用する場合は、以下の情報が必要です。
◦ IP アドレス
◦ サブネット マスク（Subnet mask）
◦ デフォルト ゲートウェイ
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手順
ステップ 1

Cisco UCS Director 用の Cisco.com ダウンロード サイトから、Cisco UCS Director ベア メタル エー
ジェント をダウンロードし、OVF ファイルを解凍します。

ステップ 2

VMware vSphere クライアントにログインします。

ステップ 3

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、Cisco UCS Director Bare Metal Agent を展開する vSphere
ホストをクリックします。

ステップ 4

[ファイル（File）] > [OVF テンプレートのデプロイ（Deploy OVF Template）] の順に選択します。

ステップ 5

[OVF テンプレートのデプロイ（Deploy OVF Template）] ウィンドウの [ソース（Source）] 画面
で、次のいずれかを実行し、OVF ソースの場所を選択してから、[次へ（Next）] をクリックしま
す。
• OVF ファイルがローカル コンピュータに格納されている場合、その場所を参照し、ファイ
ルを選択して、[開く（Open）] をクリックします。
• OVF ファイルがローカル エリア ネットワーク上のサーバ上に保存されている場合は、その
サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を含むファイルの場所を入力します。

ステップ 6

[OVF テンプレートの詳細（OVF Template Details）] 画面で、詳細情報を確認して [次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 7

[エンド ユーザ ライセンス契約（End User License Agreement）] 画面で、ライセンス契約書を読ん
でから [同意する（Accept）] をクリックします。

ステップ 8

[名前と場所（Name and Location）] 画面で、次の手順を実行します。
a) 名前 フィールドに、VM の一意の名前を入力します。
b) [インベントリの場所（Inventory Location）] エリアで、VM を配置する場所を選択します。
c) [Next] をクリックします。

ステップ 9

[ストレージ（Storage）] 画面で、VM のストレージの場所を選択し、[次へ（Next）] をクリックし
ます。

ステップ 10

[ディスク フォーマット（Disk Format）] 画面で、[次へ（Next）] をクリックして、デフォルトの
ラジオ ボタン [シック プロビジョニング（Lazy Zeroed）（Thick Provision (Lazy Zeroed)）] 形式を
受け入れます。

ステップ 11

[ネットワーク マッピング（Network Mapping）] 画面で、VM のネットワークを選択し、[次へ
（Next）] をクリックします。

ステップ 12

[プロパティ（Properties）] 画面で、次の手順を実行します。
a) 次のように、割り当てる NIC の両方（eth0 および eth1）に IP アドレスを設定します。
• DHCP を使用して IP アドレスを割り当てるには、IP アドレス フィールドをデフォルトの
0.0.0.0 のままにします。
• 静的 IP アドレスを使用するには、IP アドレス フィールドに必要な IP アドレスを入力し
ます。1 つの NIC だけを設定する場合は、1 つ目の IP アドレスのセットだけを入力して、
2 つ目のセットはデフォルトのままにします。
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b) [Next] をクリックします。
ステップ 13

[終了準備の完了（Ready to Complete）] 画面で、設定を確認し、[終了（Finish）] をクリックしま
す。
Cisco UCS Director Bare Metal Agent が展開されていることを示すメッセージが表示されます。

ステップ 14

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、VM ホストを右クリックし、[設定の編集（Edit Settings）]
を選択します。

ステップ 15

VM ホストに電源をオンにするための十分なリソースがあることを確認してください。
必要なリソースの詳細については、最小システム要件, （4 ページ）を参照してください。

ステップ 16

VM の電源をオンにします。

Microsoft Hyper-V への Cisco UCS Director Bare Metal Agent
のインストール
（注）

Cisco UCS Director Bare Metal Agent は、Microsoft System Center Virtual Machine Manager
（SCVMM）コンソールでなく、Hyper-V Manager ホストに展開することを推奨します。

はじめる前に
• Microsoft Hyper-V のシステム管理者権限を持っている必要があります。
• DHCP ではなく静的 IP アドレスを使用する場合は、以下の情報が必要です。
◦ IP アドレス
◦ サブネット マスク（Subnet mask）
◦ デフォルト ゲートウェイ
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手順
ステップ 1

Cisco.com の Cisco UCS Director ダウンロード サイトで Cisco UCS Director Bare Metal Agent をダウ
ンロードして、*.vhd ファイルをフォルダに解凍します。

ステップ 2

Hyper-V ホストにログインします。

ステップ 3

[スタート] > [管理ツール] を選択して Hyper-V Manager を開きます。

ステップ 4

[Hyper-V マネージャ（Hyper-V Manager）] 画面で [アクション（Action）] > [新しい仮想マシン
（New Virtual Machine）] を選択します。

ステップ 5

[始める前に（Before You Begin）] ペインで、[次へ（Next）] をクリックしてカスタム設定オプショ
ンを使用します。

ステップ 6

[名前と場所の指定（Specify Name and Location）] ペインで、仮想マシン（VM）の名前として一
意の名前を [名前（Name）] フィールドに入力します。

ステップ 7

[名前と場所（Name and Location）] ウィンドウで、次の操作を実行します。
a) [仮想マシンを別の場所に格納する（Store the virtual machine in a different location）] チェック
ボックスをオンにします。
b) 新しい場所を入力します。

Cisco UCS Director Bare Metal Agent リリース 6.5 インストールおよびコンフィギュレーション ガイ
ド
12

Cisco UCS Director Bare Metal Agent のインストール
Microsoft Hyper-V への Cisco UCS Director Bare Metal Agent のインストール

c) [Next] をクリックします。
ステップ 8

[メモリの割り当て（Assign Memory）] ペインで、この VM に割り当てるメモリの量を入力し（3
GB 以上）、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[ネットワークの構成] ペインの [接続] フィールドで、[次へ] をクリックしてデフォルトの [未接
続] オプションをそのまま使用します。

ステップ 10

[仮想ハード ディスクの接続（Connect Virtual Hard Disk）] ペインで [次へ（Next）] をクリックし
て、デフォルトのオプション [仮想ディスクを後で割り当てる（Attach a virtual disk later）] を使用
します。

ステップ 11

[仮想マシンの新規作成ウィザードの完了（Completing the New Virtual Machine Wizard）] ペインで
設定を確認し、[完了（Finish）] をクリックします。

ステップ 12

左側のペインで、VM ホストを右クリックし、[設定の編集（Edit Settings）] を選択します。

ステップ 13

既存のネットワーク アダプタを削除し、[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 14

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、[プロセッサ（Processor）] をクリックします。

ステップ 15

[仮想プロセッサの数（Number of virtual processors）] フィールドに 2 vCPU と入力します。

ステップ 16

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、[ハードウェアの追加（Add Hardware）] をクリックし
ます。

ステップ 17

[ハードウェアの追加（Add Hardware）] ペインで、[レガシー ネットワーク アダプター（Legacy
Network Adapter）] を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 18

[レガシー ネットワーク アダプター（Legacy Network Adapter）] ペインの [仮想スイッチ（Virtual
Switch）] ドロップダウン リストで、仮想ネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 19

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、[IDE コントローラー（IDE Controller）] をクリックし
ます。

ステップ 20

[IDE コントローラー（IDE Controller）] ペインで、[ハード ドライブ（Hard Drive）] を選択し、
[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 21

.vhd ファイルを参照して選択します。

ステップ 22

[適用（Apply）] をクリックして、[OK] をクリックします。

ステップ 23

VM を起動してネットワーク プロパティを設定します。
オプションで、Shell Admin からネットワーク プロパティを設定できます。
BMA アプライアンスが Cisco UCS Director に関連付けられている場合、Cisco UCS Director
に正常に接続できるように、dbkeys ファイルと dbcreds ファイルは BMA アプライアン
スの特定のロケーションにコピーされます。BMAのインストール後に、BMAアプライ
アンスを Cisco UCS Director に追加する必要があります。

（注）

次の作業
Cisco UCS Director Bare Metal Agent が起動したら、DHCP またはスタティック IP アドレスを設定
します。
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Cisco UCS Director Bare Metal Agent のインストール
Microsoft Hyper-V への Cisco UCS Director Bare Metal Agent のインストール
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第

4

章

Cisco UCS Director Bare Metal Agent の設定
この章は、次の項で構成されています。
• ベア メタル エージェント アカウントの追加, 15 ページ
• ベア メタル エージェント アカウント用の DHCP サーバの設定, 18 ページ
• ベア メタル エージェント の Cisco UCS Director への関連付け, 19 ページ
• PXE ネットワーク用のインターフェイスの設定, 20 ページ
• NFS マウント ポイントの追加, 21 ページ
• OS イメージ ファイルのアップロード, 22 ページ
• OS 設定ファイルの詳細情報の表示および編集, 24 ページ
• OS 設定ファイルの複製, 25 ページ
• OS 設定ファイルの詳細情報のスワップ, 25 ページ
• OS イメージのプロビジョニング, 26 ページ

ベア メタル エージェント アカウントの追加
はじめる前に
ベア メタル エージェント アカウントを追加する前に、以下を実行します。
• ベア メタル エージェント がインストールされていることを確認します。

（注）

インストール時には、BMA ルート パスワードの入力は求められません。ただ
し、ただし、インストール完了後に初めて Cisco UCS Director にログインする
と、デフォルトのルート パスワードを入力するよう求められます。デフォル
トのパスワードは pxeboot です。
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• ベア メタル エージェント VM が完全に起動したことを確認し、ベア メタル エージェント
VM コンソールにログインして、管理 IP アドレスを確認します。
• VM コンソールまたは SSH クライアントから ベア メタル エージェント にログインして CLI
にアクセスし、passwd root コマンドを使用してデフォルトのルート パスワードを変更しま
す。
• 適切な VLAN を使用して、単一のまたは別々の PXE ネットワークと管理ネットワークの設
定をサポートするために必要な環境をセットアップします。
• 必要な DHCP サービスを提供するため、ベア メタル エージェント の PXE インターフェイス
が PXE VLAN ネットワークに接続していることを確認し、適切な IP アドレス範囲を使用し
て DHCP サービスを設定します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

[Bare Metal Agent アプライアンスの追加（Add Bare Metal Agent Appliance）] 画面で、次のフィー
ルドに値を入力します。
名前

説明

[アカウント名（Account Name）] フィールド

この ベア メタル エージェント アカウントに割
り当てる名前。

[説明（Description）] フィールド

（任意）この ベア メタル エージェント の説
明。

[ベアメタル エージェントは管理トラフィック
と PXE トラフィックに個別のインターフェイ
スを使用する（Bare Metal Agent uses different
interfaces for mgmt and PXE traffic）] チェック
ボックス

設定で PXE サーバ用のネットワークとトラ
フィック マネージャをホストする管理ネット
ワークを別々のネットワークにする場合に、こ
のチェックボックスをオンにします。

[管理/PXEアドレス（Management/PXE Address）] ベア メタル エージェント 用の管理ネットワー
フィールド
クに割り当てられた IP アドレス。設定で管理
ネットワークと PXE ネットワーク用に単一の
ネットワークを使用する場合は、この IP アド
レスが PXE アドレスとして自動的に割り当て
られます。
（注）

このアドレスは Cisco UCS Director か
ら到達可能である必要があります。
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名前

説明

[PXEインターフェイスアドレス（PXE Interface 設定で別々のネットワークを使用する場合の ベ
Address）] フィールド
ア メタル エージェント PXE ネットワークの IP
アドレス。
（注）

このフィールドは、[ベアメタル エー
ジェントは管理トラフィックと PXE
トラフィックに個別のインターフェイ
スを使用する（Bare Metal Agent uses
Different Interfaces for Management and
PXE Traffic）] チェックボックスがオ
ンになっている場合にのみ表示されま
す。

[ログイン ID（Login ID）] フィールド

ベア メタル エージェント へのログインに使用
可能な管理権限を持つアカウント。

[パスワード（Password）] フィールド

アカウントのパスワード。

[Windows PXE 用に Samba サービスを有効にす Samba は ベア メタル エージェント において
る（Enable Samba service for Windows PXE）]
Windows オペレーティング システムをインス
チェックボックス
トールするのに使用されます。Windows オペ
レーティング システムをインストールする場合
は、このチェックボックスをオンにします。
[Samba パスワード（Samba Password）] フィー Samba サービスのパスワードを入力します。
ルド
[Samba パスワードの確認（Confirm Samba
Password）] フィールド

Samba サービスのパスワードを確認します。

[ロケーション（Location）] フィールド

（任意）物理的な場所など、この ベア メタル
エージェント の場所。

[データベースアドレス（Database Address）] ド ベア メタル エージェント を使用するには、
ロップダウン リスト
Cisco UCS Director データベースへのアクセスが
必要です。ベア メタル エージェント と同じ管
理ネットワーク上にある Cisco UCS Director の
IP アドレスを選択します。
（注）

ベア メタル エージェント を Cisco
UCS Director マルチノード展開用に設
定する場合は、インベントリ データ
ベース ノードの IP アドレスを選択し
ます。

Cisco UCS Director Bare Metal Agent リリース 6.5 インストールおよびコンフィギュレーション ガイド
17

Cisco UCS Director Bare Metal Agent の設定
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ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
DHCP サーバを ベア メタル エージェント 用に設定します。

ベア メタル エージェント アカウント用の DHCP サーバの
設定
（注）

マルチホーム DHCP 設定の場合は、この手順を使用して、DHCP サーバの最初のサブネットを
設定します。残りのサブネットについては、DHCP 設定ファイル（etc/dhcpd.conf）を手
動で編集する必要があります。

はじめる前に
必要な DHCP サービスを提供するには、少なくとも 1 つの DHCP サーバが ベア メタル エージェ
ント と同じ PXE VLAN に存在することを確認します。DHCP サーバに適切な IP アドレス範囲を
設定します。DHCP サーバは TFTP サーバと組み合わせて、PXE サーバとの通信に使用されます。

手順
ステップ 1

次のクレデンシャルで Cisco UCS Director サーバにログインします。
a) ユーザ：admin
b) パスワード：admin

ステップ 2

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 4

DHCP サーバを設定する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 5

[サービスステータス（Service Status）] をクリックして、ベア メタル エージェント アカウントの
サービスが停止していることを確認します。

ステップ 6

[DHCP の設定（Configure DHCP）] をクリックします。

ステップ 7

[DHCP の設定（Configure DHCP）] 画面で、次のフィールドに値を入力して、[送信（Submit）] を
クリックします。
• DHCP サブネット（DHCP Subnet）
• DHCP ネットマスク（DHCP Netmask）
• DHCP 開始 IP（DHCP Start IP）
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• DHCP 終了 IP（DHCP End IP）
• ルータ IP アドレス（Router IP Address）
DHCP IP アドレスの割り当てが更新され、DHCP サービスが再起動されます。
ステップ 8

ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックして、[サービスの開始（Start Services）] を
クリックします。

ステップ 9

サービスが開始したら、次の手順を実行します。
• [ステータス（Status）] 列のアカウントのステータスがアクティブになっていることを確認し
ます。
• [有効になっているサービス（Enabled Services）] 列にすべてのサービスが実行中と表示され
ていることを確認します。このステータスがいずれかのサービスが停止していることを示し
ている場合は、DHCP サーバの設定を確認してやり直してみてください。
• [サービス ステータス（Service Status）] をクリックして、想定している次のすべてのサービ
スのステータスがオンになっていることを確認します。
◦ ベア メタル エージェント アプライアンスのネットワーク サービス ステータス
◦ ベア メタル エージェント アプライアンスからのデータベース接続ステータス
専用の PXE ブート ネットワークが ベア メタル エージェント に設定されておらず、PXE
ブートに使用されている管理インターフェイスが 1 つだけの場合、DHCP サーバの IP
範囲は Cisco UCS Director Express for Big Data でのクラスタ作成用に MGMT IP プールで
使用される IP 範囲とは別のものにする必要があります。

（注）

次の作業
PXE ブート リクエストをセットアップします。

ベア メタル エージェント の Cisco UCS Director への関連
付け
ベア メタル エージェント と Cisco UCS Director の間に接続を確立するには、ベア メタル エージェ
ント を Cisco UCS Director に関連付ける必要があります。
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PXE ネットワーク用のインターフェイスの設定

手順
ステップ 1

互換性があるバージョンの ベア メタル エージェント で展開されている Cisco UCS Director にログ
インします。

ステップ 2

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 4

ベアメタル エージェント アカウントを追加します。ベア メタル エージェント アカウントの追加,
（15 ページ）を参照してください。

ステップ 5

ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックして、[サービスの開始（Start Services）] を
クリックします。サービス開始まで 2 分ほどかかる場合があります。

ステップ 6

サービスが開始されたら、[ステータス（Status）] 列のアカウントのステータスがアクティブに
なっていることを確認します。ステータスがアクティブとして反映されるまで 2 分ほどかかる場
合があります。BMA サービスのステータスがアクティブになっている場合は、BMA を使用でき
ます。
（注）
BMA サービスが Cisco UCS Director UI から起動されている場合にのみ、Cisco UCS
Director に正常に接続できるように、dbkeys ファイルと dbcreds ファイルは BMA アプラ
イアンスの特定の場所にコピーされます。

PXE ネットワーク用のインターフェイスの設定
ベア メタル エージェント で使用される PXE ネットワークの IP アドレスを変更または追加する場
合に使用できます。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

PXE ネットワーク用のインターフェイスを設定する ベア メタル エージェント アカウントの行を
クリックします。

ステップ 4

[インターフェイスの設定（Configure Interface）] をクリックします。

ステップ 5

[PXE インターフェイスの設定（Configure PXE Interface）] 画面で、次のフィールドに入力します。
a) [インターフェイス名（Interface Name）] ドロップダウン リストから、PXE ネットワークに使
用するインターフェイスを選択します。
b) PXE ネットワークの IP アドレスとサブネット マスクを入力します。
c) [送信（Submit）] をクリックします。
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NFS マウント ポイントの追加
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

PXE サービス リクエストを表示する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックしま
す。

ステップ 4

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

[NFS マウント ポイント（NFS Mount Point）] をクリックします。

ステップ 6

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 7

[NFS マウントポイントの追加（Add NFS Mount Point）] 画面で、次の手順を実行します。
a) [NFSサーバIPアドレス（NFS Server IP Address）] フィールドに、使用する ベア メタル エージェ
ント の OS イメージを保存する NFS サーバの IP アドレスを入力します。
b) [NFSサーバパス（NFS Server Path）] フィールドに、OS イメージを保存する NFS サーバ上の
場所を入力します。
c) [送信（Submit）] をクリックします。
NFS マウント ポイントを追加すると、NFS サーバの imageRepository フォルダ内のすべての
コンテンツが /mnt/external フォルダで使用できるようになります。非 Windows のイメージ
テンプレートを作成するときに、このパスを isoExtractor.sh ファイルに追加します。
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OS イメージ ファイルのアップロード
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

OS イメージをアップロードする ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [詳細の表示（View Details）]
をクリックします。

ステップ 5

[イメージ リポジトリ（Image Repository）] をクリックします。

ステップ 6

[イメージのアップロード（Upload Image）] をクリックします。

ステップ 7

[イメージのアップロード（Image Upload）] 画面で、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[イメージ名（Image Name）] OS イメージの名前。
フィールド
[OSタイプ（OS Type）] ド
ロップダウン リスト

サーバにインストールする OS イメージ タイプを選択します。こ
のドロップダウンリストには、ベア メタル エージェント でサポー
トされているすべての OS タイプが表示されます。

[アップロード タイプ
（Upload Type）] ドロップ
ダウン リスト

次のいずれかを実行します。
• [デスクトップ ファイル（Desktop File）]
• リモート ソフトウェアを ベア メタル エージェント にアップ
ロードするために Cisco UCS Director ベア メタル エージェン
ト でアクセス可能な Web サーバのパス

[ファイル（File）] フィール このフィールドが表示されるのは、[アップロード タイプ（Upload
ド
Type）] ドロップダウンリストで [デスクトップ ファイル（Desktop
File）] を選択した場合だけです。
ファイルをアップロードするには、必要なファイルをドラッグ ア
ンド ドロップするか、または [選択（Select）] をクリックして [送
信（Submit）] をクリックします。
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名前

説明

[Web URL] フィールド

このフィールドが表示されるのは、[アップロード タイプ（Upload
Type）] ドロップダウンリストで Web サーバ パス オプションを選
択した場合だけです。
ISO イメージの保存先の Web サーバ パスを入力し、[送信
（Submit）] をクリックします。

[MD5 チェックサム（MD5
Checksum）] フィールド

このフィールドが表示されるのは、[アップロード タイプ（Upload
Type）] ドロップダウンリストで Web サーバ パス オプションを選
択した場合だけです。
（オプション）データの整合性の検証に使用する、ダウンロード
されるファイルの MD5 チェックサム値を入力します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。アップロードしたイメージの詳細が表示されます。

ステップ 9

アップロード ログの詳細を表示する OS イメージの行をクリックします。

ステップ 10

[アップロード ログの表示（Show Upload Log）] をクリックします。イメージのアップロード ロ
グの詳細が表示されます。
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OS 設定ファイルの詳細情報の表示および編集
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [詳細の表示（View Details）]
をクリックします。

ステップ 5

[OSカタログ（OS Catalogs）] をクリックします。

ステップ 6

設定の詳細情報を表示する OS カタログの行をクリックします。

ステップ 7

[設定ファイルの表示（View Configuration Files）] をクリックします。

ステップ 8

[設定ファイルの表示（View Configuration Files）] 画面で、ファイルを選択します。ファイルの設
定の詳細情報が表示されます。

ステップ 9

設定の詳細情報を編集する OS カタログの行をクリックし、[設定ファイルの編集（Edit Configuration
Files）] をクリックします。

ステップ 10

[設定ファイルの変更（Modify Configuration Files）] 画面で、[ファイルの選択（Select the file）] ド
ロップダウン リストから必要なファイルを選択し、必要な変更を加えます。

ステップ 11

[送信（Submit）] をクリックします。
[設定ファイルの表示（View Configuration Files）] をクリックすると、設定の詳細情報を削除でき
ます。
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OS 設定ファイルの複製

OS 設定ファイルの複製
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [詳細の表示（View Details）]
をクリックします。

ステップ 5

[OSカタログ（OS Catalogs）] をクリックします。

ステップ 6

設定の詳細情報を複製する OS カタログの行をクリックします。

ステップ 7

[設定ファイルの複製（Clone Configuration Files）] をクリックします。

ステップ 8

[設定ファイルの複製（Clone Configuration Files）] 画面で、次の手順を実行します。
a) [ファイルの選択（Select the file）] ドロップダウン リストから、ファイルを選択します。
b) ファイルの一意の名前を入力します。
c) [送信（Submit）] をクリックします。

OS 設定ファイルの詳細情報のスワップ
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [詳細の表示（View Details）]
をクリックします。

ステップ 5

[OSカタログ（OS Catalogs）] をクリックします。

ステップ 6

設定の詳細情報をスワップする OS カタログの行をクリックします。

ステップ 7

[設定ファイルのスワップ（Swap Configuration Files）] をクリックします。

ステップ 8

[設定ファイルのスワップ（Swap Configuration Files）] 画面で、詳細をスワップするファイルを選
択します。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。
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OS イメージのプロビジョニング
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

OS イメージをアップロードする ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [詳細の表示（View Details）]
をクリックします。

ステップ 5

[イメージ リポジトリ（Image Repository）] をクリックします。

ステップ 6

プロビジョニングする OS イメージの行をクリックします。

ステップ 7

[イメージのプロビジョニング（Provision Image）] をクリックします。

ステップ 8

[イメージ カタログのプロビジョニング（Provision Image Catalog）] 画面で、次のフィールドに入
力します。

ステップ 9

名前

説明

[OSタイプ（OS Type）] ド
ロップダウン リスト

ベア メタル エージェント でプロビジョニングする必要がある OS
イメージ タイプを選択します。このドロップダウンリストには、
使用可能なすべての OS タイプとバージョンやアップデート番号な
どの詳細情報が表示されます。

[カタログ名（Catalog
Name）] フィールド

カタログ名を入力します。

[イメージのプロビジョニング（Provision Image）] をクリックします。
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ベアメタル エージェントの管理
この章は、次の項で構成されています。
• 既定の ベア メタル エージェント アカウントの変更, 27 ページ
• ベア メタル エージェント サービスの開始および停止, 28 ページ
• ベア メタル エージェント のステータスの確認, 29 ページ
• ベア メタル エージェント アカウントの DHCP 設定の表示, 29 ページ
• ベア メタル エージェント アカウントに関する DHCP ログの表示, 30 ページ
• ベア メタル エージェント アカウントに関するログの表示, 30 ページ
• オペレーティング システム イメージの表示, 30 ページ
• PXE サービス リクエストの表示, 31 ページ
• ベア メタル エージェント アカウントのネットワーク インターフェイスの詳細の表示, 32
ページ
• ベア メタル エージェント の shelladmin スクリプト, 32 ページ
• ネットワーク ブート マネージャとしての UEFI の設定, 33 ページ

既定の ベア メタル エージェント アカウントの変更
最初に作成した ベア メタル エージェント アカウントがデフォルトのアカウントとして指定され
ます。このアカウントは、従来のワークフローでデフォルトとして使用されます。従来のワーク
フローで別のアカウントを使用するには、その ベア メタル エージェント アカウントを既定とし
て指定する必要があります。

Cisco UCS Director Bare Metal Agent リリース 6.5 インストールおよびコンフィギュレーション ガイド
27

ベアメタル エージェントの管理
ベア メタル エージェント サービスの開始および停止

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

既定として指定する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

[デフォルト BMA の設定（Set Default BMA）] をクリックします。

ベア メタル エージェント サービスの開始および停止
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

サービスを開始または停止する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

次のいずれかをクリックします。
• サービスの開始（Start Services）
• サービスの停止（Stop Services）

ステップ 5

[サービスステータス（Service Status）] をクリックして、[有効になっているサービス（Enabled
Services）] 列に表示されたステータスを見て、サービスが想定どおりに開始または停止している
ことを確認します。
サービスが開始しない場合は、[有効なサービス（Enabled Services）] 列に表示されたステータス
を確認してください。このステータスが、サービスが有効になっていないことを示している場合
は、DHCP サーバの設定を確認してやり直してみてください。
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ベア メタル エージェント のステータスの確認

ベア メタル エージェント のステータスの確認
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

ステータスを確認する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

ベア メタル エージェント アカウントのサービスがアクティブか非アクティブかを確認するには、
[ステータス（Status）] カラムを確認します。

ステップ 5

サービスの状態を確認するには、[サービス ステータス（Service Status）] をクリックします。

ステップ 6

SSH ベースの接続ステータスを確認するには、[到達可能（Reachable）] 列を調べます。

ベア メタル エージェント アカウントの DHCP 設定の表示
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

DHCP 設定を表示する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

[DHCP設定の表示（View DHCP Configuration）] をクリックします。
[DHCP設定の表示（View DHCP Configuration）] オプションにアクセスするには、ボタン バーの
端にある下矢印をクリックする必要があります。
[DHCPサーバ構成の表示（View DHCP Server Configuration）] ウィンドウに、アカウントの DHCP
サーバ コンフィギュレーション ファイルの内容が表示されます。
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ベアメタル エージェントの管理
ベア メタル エージェント アカウントに関する DHCP ログの表示

ベア メタル エージェント アカウントに関する DHCP ログ
の表示
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

DHCP ログを表示する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

ボタン バーの端にある下矢印をクリックして、[DHCP ログの表示（View DHCP Logs）] を選択し
ます。
[Bare Metal Agent DHCP ログの表示（View Baremetal Agent DHCP Log）] ウィンドウに、アカウン
トに関する DHCP サーバ ログの内容が表示されます。

ベア メタル エージェント アカウントに関するログの表
示
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

ログを表示する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

ボタン バーの端にある下矢印をクリックして、[BMA ログの表示（View BMA Logs）] を選択しま
す。
[ベアメタル エージェント ログの表示（View Bare Metal Agent Logs）] ウィンドウに、アカウント
に関するログが表示されます。

オペレーティング システム イメージの表示
作成され、ベア メタル エージェント アカウントに使用可能なオペレーティング システム（OS）
イメージのリストを表示できます。
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PXE サービス リクエストの表示

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

OS イメージを表示する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

[BMA OS リスト（BMA OS List）] をクリックします。

PXE サービス リクエストの表示
サービス リクエストが関連付けられているワークフローを介して発行された PXE リクエストに関
する情報を表示できます。ワークフローを介して発行されなかった PXE リクエストはサービス リ
クエストに関連付けられないため、その詳細を表示することはできません。
それぞれの PXE リクエストに関して提供される情報には以下が含まれます。
• サービス リクエスト ID
• リクエスト タイプ
• 要求を開始したユーザ
• 要求の作成に使用されたカタログまたはワークフローの名前
• 要求を開始したユーザによって入力されたコメント
• 要求の時刻
• 要求のステータス
• ロールバック タイプ（該当する場合）

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

PXE サービス リクエストを表示する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックしま
す。

ステップ 4

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

[PXE サービス リクエスト（PXE Service Requests）] をクリックします。
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ベア メタル エージェント アカウントのネットワーク イ
ンターフェイスの詳細の表示
手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

ネットワーク インターフェイスの詳細を表示する ベア メタル エージェント アカウントの行をク
リックします。

ステップ 4

ボタン バーの端にある下矢印をクリックして、[詳細の表示（View Details）] を選択します。

ステップ 5

[ネットワーク インターフェイス サマリー（Network Interface Summary）] をクリックします。ネッ
トワーク インターフェイスの詳細が表示されます。

ベア メタル エージェント の shelladmin スクリプト
手順
ステップ 1

/opt/infra/bin に移動します。

ステップ 2

shelladmin スクリプトを実行します。
例：

以下のサービスのリストが表示されます。
1) Display Services Status
2) Stop Services
3) Start Services
4) Display Samba Service
5) Stop Samba Service
6) Start Samba Service
7) Change Samba Password
8) Time Sync
9) Ping Hostname/IP Address
10) Show Version
11) Configure Network Interface
12) Display Network Details
13) Add DNS Server
14) Tail Network Services Logs
15) Tail DHCP Logs
16) Change DHCP Configuration
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ネットワーク ブート マネージャとしての UEFI の設定

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

ステップ 3

Run IsoExtractor Script
Apply Patch
Shutdown Appliance
Reboot Appliance
Change Root Password
UCSD appliance connection
Quit

必要なオプションを選択し、Enter を押します。

ネットワーク ブート マネージャとしての UEFI の設定
UEFI ブートでサポートされるオペレーティング システムの一覧を次に示します。
• Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、および Windows Server 2016
• ESXi 6.5 および ESXi 6.0
• RHEL 7.0 以降
• CentOS 7.0 以降
• SLES 12 以降

（注）

RHEL 7.3 および CentOS 7.3 は、UEFI ブートではサポートされていません。EFI スタブでコン
パイルされていない OS カーネルもサポートされていません。

手順
ステップ 1

Bare Metal Agent 6.5 からカタログを作成します。
（注）
Windows 以外のオペレーティング システムでは、Cisco UCS Director UI で OS イメージ
をプロビジョニングするか、または /opt/infra フォルダにある isoExtractor.sh を実
行します。Cisco UCS Director Bare Metal Agent の設定, （15 ページ）を参照してくださ
い。.ただし Windows オペレーティング システムでは、ipxe-uefi.cfg ファイルと
autounattend-uefi.xml ファイルがカタログに含まれていることを確認します。

ステップ 2

ネットワーク ブート マネージャとして [iPXE-UEFI] を選択します。オーケストレーション ワーク
フロー タスクによる OS イメージのプロビジョニング, （73 ページ）を参照してください。.
（注）
iPXE-UEFI ではデフォルトで TFTP プロトコルがサポートされています。ただし、HTTP
プロトコルをサポートするように ipxe-uefi.cfg を以下の内容に変更できます。UEFI
と HTTP プロトコルの組み合わせは、すべてのサーバで機能するわけではありません。
#!ipxe
initrd http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/$PXE_OS/isolinux/initrd.img
kernel http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/$PXE_OS/isolinux/vmlinuz initrd=initrd.img
ks=$PXE_KS_URL net.ifnames=0 biosdevname=0
initrd http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/$PXE_OS/isolinux/initrd.img
boot

Cisco UCS Director Bare Metal Agent リリース 6.5 インストールおよびコンフィギュレーション ガイド
33

ベアメタル エージェントの管理
ネットワーク ブート マネージャとしての UEFI の設定

Cisco UCS Director Bare Metal Agent リリース 6.5 インストールおよびコンフィギュレーション ガイ
ド
34

第

6

章

非 Windows OS イメージの追加
この章は、次の項で構成されています。
• ベア メタル エージェント での非 Windows OS イメージの追加, 35 ページ
• ベア メタル エージェント での Linux OS イメージの手動による追加, 37 ページ
• ベア メタル エージェント での VMware vSphere ESXi OS イメージの手動による追加, 38
ページ

ベア メタル エージェント での非 Windows OS イメージの
追加
この手順では、ベア メタル エージェント で非 Windows OS のイメージ テンプレートを作成しま
す。OS イメージの PXE ブートを要求するには、その前に OS イメージ テンプレートを追加する
必要があります。

（注）

この手順を使用して、サポートされている Windows オペレーティング システムのイメージを
作成することはできません。Windows OS イメージのセットアップ方法については、Windows
OS イメージの追加, （41 ページ）を参照してください。

はじめる前に
ベア メタル エージェント PXE ブート リクエストを通してインストールするオペレーティング シ
ステム イメージごとにすべてのリソースと要件を準備する必要があります。

手順
ステップ 1

次の場所のいずれかに OS イメージをコピーします。
• ベア メタル エージェント ディレクトリ構造内の適当な場所
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• ベア メタル エージェント に追加した NFS マウント ポイント
ステップ 2

/opt/infra に移動して、isoExtractor.sh を実行します。
例：

次のサンプル isoExtractor.sh ファイルは、ベア メタル エージェント ディレクトリ構造内の OS イ
メージのシナリオを示しています。イメージ パス フィールドに、/opt/image/ フォルダ内の
VMware イメージの場所が入力されています。
NFS マウント ポイントを追加した場合は、イメージ パス フィールドに /mnt/external フォル
ダ内のイメージの場所が入力されます。たとえば、NFS マウント ポイント内の CentOS フォルダ
に配置された CentOS イメージを作成する場合は、イメージ パス フィールドに
/mnt/external/CentOS/image.iso が入力されます。
root@localhost infra]# pwd
/opt/infra
root@localhost infra]# ./isoExtractor.sh
Please select the OS Type
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ESXi 4.1
ESXi 5.0
ESXi 5.1
ESXi 5.5
ESXi 6.0
ESXi 6.5
ESXi 5.5 VSAN
ESXi 6.0 VSAN
CentOS or RHEL [Pre 7.0]
CentOS 7.x or RHEL 7.x
SUSE Linux
Other

SELECT> 4
Image path : /opt/image/VMWare-VMvisor-Installer-5.5.0-1111111.x86_64.iso
OS catalog name : BMA-184-ESXi5.5
Input file being used: /opt/images/VMware-VMvisor-Installer-5.5.0-1111111.x86_64.iso
OS catalog name being used: BMA-184-ESXi5.5
Mounting the image....
Preparing the image....
Creating catalog directory /opt/cnsaroot/templates/BMA-184-ESXi5.5
Creating configuration files for ESXi 5.5 ...
Copied the image and created the configuration files...
is /opt/cnsaroot/images/
BMA-184-ESXi5.5 centos60-small
is /opt/cnsaroot/templates/
BMA-184-ESXi5.5 CentOS60 Win2k12R2x64 Win2k12x64 Win2k8R2x64
is /opt/cnsaroot/templates/BMA-184-ESXi5.5
boot.cfg ks.cfg pxe.cfg
[root@localhost infra]#

ステップ 3

画面の指示に従って、イメージ カテゴリを選択し、イメージの場所とカタログ名を指定します。

ステップ 4

スクリプトの実行が完了したら、/opt/cnsaroot/images/catalogname に移動して、イメー
ジがその場所に存在することを確認します。

ステップ 5

/opt/cnsaroot/templates/catalogname に移動して、PXE 設定テンプレートがその場所に
存在することを確認します。

ステップ 6

OS イメージが作成されたことを確認するには、以下の手順を実行します。
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a) Cisco UCS Director で、[物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択しま
す。
b) 左側のペインで、ベア メタル エージェント を含むポッドに移動します。
c) 右側のペインで、[PXE ブート リクエスト（PXE Boot Requests）] タブをクリックします。
d) [PXEブートリクエストの追加（Add PXE Boot Request）] をクリックして、OS イメージが [OS
タイプ（OS Type）] ドロップダウン リストに含まれていることを確認します。

ベア メタル エージェント での Linux OS イメージの手動
による追加
手順
ステップ 1

ベア メタル エージェント VM の /opt/cnsaroot/images ディレクトリにオペレーティング シ
ステム イメージ用のディレクトリを作成します。
mkdir /opt/cnsaroot/images/image_name
このディレクトリは、PXE インストールに必要なオペレーティング システム イメージ ファイル
を保存するために使用されます。
（注）

ステップ 2

このディレクトリ名が PXE ブート セットアップ タスクの [OS タイプ（OS Type）] ド
ロップダウン リストに表示されます。イメージに格納されているオペレーティング シ
ステムが識別しやすいディレクトリ名にすることをお勧めします。たとえば、ディレク
トリに RHEL6.2 や CentOS5 などの名前を付けることをお勧めします。

ステップ 1 で ベア メタル エージェント VM の /opt/cnsaroot/templates ディレクトリに作
成したものと同じ名前でオペレーティング システム イメージ用のディレクトリを作成します。
mkdir /opt/csnaroot/templates/new_image_name
このディレクトリは、オペレーティング システム イメージの Kickstart および PXE 設定テンプレー
ト ファイルを保存するために使用されます。

ステップ 3

ベア メタル エージェント VM の /tmp ディレクトリに、必要なオペレーティング システム用の
.iso ファイルをコピーします。

ステップ 4

.iso ファイルを iso ディレクトリにマウントします。
mount –o loop /tmp/.iso_file/mnt/iso

ステップ 5

ステップ 1 で作成した /opt/cnsaroot/images/image_name ディレクトリに .iso ファイル
の内容全体をコピーします。
cp –R /mnt/iso/* /opt/cnsaroot/images/image_name
（注）

ステップ 6

.iso ファイルの内容全体を再帰的にコピーする cp –R コマンドを使用してください。
このコマンドは、基礎となるディレクトリとその内容もコピーします。

コピー操作が完了したら、.iso ファイルをアンマウントします。
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umount /mnt/iso
ステップ 7

オペレーティング システム イメージが複数の .iso ファイルで構成されている場合は、すべての
.iso ファイルの内容が /opt/cnsaroot/images/image_name ディレクトリにコピーされる
まで、.iso ファイルごとにステップ 5、6、および 7 を繰り返します。

ステップ 8

ステップ 2 で作成した /opt/cnsaroot/templates/image_name ディレクトリに ks.cfg ファ
イルと pxe.cfg ファイルを作成します。
touch /opt/cnsaroot/templates/image_name/ks.cfg
touch /opt/cnsaroot/templates/image_name/pxe.cfg

ステップ 9

ks.cfg ファイルと pxe.cfg ファイルに必要な設定情報を追加します。
サンプル ks.cfg ファイルおよび pxe.cfg ファイルとこれらのファイルに関する情報について
は、サンプル オペレーティング システム設定テンプレート ファイル, （103 ページ）を参照して
ください。

ステップ 10

このオペレーティング システム イメージ用の /var/www/html ディレクトリにソフト リンクを
作成します。
ln –s /opt/cnsaroot/images/image_name/var/www/html/

ステップ 11

（任意） 必要に応じて、次のように、オペレーティング システム イメージ用の initrd.img
ファイルと vmlinuz ファイルを更新します。
a) /opt/cnsaroot/images/image_name ディレクトリから /opt/cnsaroot/ ディレクトリ
に initrd.img ファイルと vmlinuz ファイルをコピーします。
b) この場所にある現在のファイルを上書きします。

ステップ 12

Cisco UCS Director で、PXE ブート セットアップ タスクの [OS タイプ] ドロップダウン リストか
らオペレーティング システム イメージを選択できることを確認します。
2 分間または ベア メタル エージェント 同期頻度用に設定された時間だけ待機します。既定で、
ベア メタル エージェント は 2 分ごとに Cisco UCS Director と同期されます。この頻度は、ベア メ
タル エージェント VM の /opt/infra にある service.properties.template ファイル内の
bma.sync.frequency プロパティを使用して変更できます。

ベア メタル エージェント での VMware vSphere ESXi OS
イメージの手動による追加
手順
ステップ 1

ベア メタル エージェント VM の /opt/cnsaroot ディレクトリにオペレーティング システム イ
メージ データ用のディレクトリを作成します。
mkdir /opt/cnsaroot/画像
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このディレクトリは、PXE インストールに必要なオペレーティング システム イメージ ファイル
を保存するために使用されます。
（注）

ステップ 2

このディレクトリ名が PXE ブート セットアップ タスクの [OS タイプ（OS Type）] ド
ロップダウン リストに表示されます。格納されているイメージのオペレーティング シ
ステムが識別しやすいディレクトリ名にすることをお勧めします。たとえば、ディレク
トリに ESXi5.0-update1 や ESXi5.1 などの名前を付けることをお勧めします。

ステップ 1 で ベア メタル エージェント VM の /opt/cnsaroot/templates ディレクトリに作
成したものと同じ名前でオペレーティング システム イメージ用のディレクトリを作成します。
mkdir /opt/csnaroot/templates/new_image_name
このディレクトリは、オペレーティング システム イメージの Kickstart および PXE 設定テンプレー
ト ファイルを保存するために使用されます。

ステップ 3

ベア メタル エージェント VM の /tmp ディレクトリに、必要なオペレーティング システム用の
.iso ファイルをコピーします。

ステップ 4

.iso ファイルを iso ディレクトリにマウントします。
mount –o loop /tmp/.iso_file/mnt/iso

ステップ 5

ステップ 1 で作成した /opt/cnsaroot/image_name ディレクトリに .iso ファイルの内容全
体をコピーします。
cp –R /mnt/iso/* /opt/cnsaroot/image_name
（注）

.iso ファイルの内容全体を再帰的にコピーする cp –R コマンドを使用してください。
このコマンドは、基礎となるディレクトリとその内容もコピーします。

ステップ 6

コピー操作が完了したら、.iso ファイルをアンマウントします。
umount /mnt/iso

ステップ 7

オペレーティング システム イメージが複数の .iso ファイルで構成されている場合は、すべての
.iso ファイルの内容が /opt/cnsaroot/image_name ディレクトリにコピーされるまで、.iso
ファイルごとにステップ 5、6、および 7 を繰り返します。

ステップ 8

ステップ 2 で作成した /opt/cnsaroot/templates/image_name ディレクトリに ks.cfg ファ
イルと pxe.cfg ファイルを作成します。
touch /opt/cnsaroot/templates/image_name/ks.cfg
touch /opt/cnsaroot/templates/image_name/pxe.cfg

ステップ 9

ks.cfg ファイルと pxe.cfg ファイルに必要な設定情報を追加します。
サンプル ks.cfg ファイルおよび pxe.cfg ファイルとこれらのファイルに関する情報について
は、サンプル オペレーティング システム設定テンプレート ファイル, （103 ページ）を参照して
ください。

ステップ 10

/opt/cnsaroot/image_name ディレクトリから /opt/cnsaroot/templates/image_name
ディレクトリに boot.cfg にファイルをコピーします。
cd /opt/cnsaroot/templates/image_name/
cp /opt/cnsaroot/image_name/boot.cfg ./
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ステップ 11

次のように、/opt/cnsaroot/templates/image_name ディレクトリの boot.cfg ファイル
を編集します。
a) title=行の後ろに、prefix=/image_name/ 行を追加します。
b) kernelopt=runweasel 行の末尾に pxebooting ks=$PXE_KS_URL を付加します。
c) boot.cfg ファイルに含まれているすべてのモジュールから先行する / を除去します。
d) 編集したファイルを保存します。

ステップ 12

Cisco UCS Director で、PXE ブート セットアップ タスクの [OS タイプ] ドロップダウン リストか
らオペレーティング システム イメージを選択できることを確認します。
2 分間または ベア メタル エージェント 同期頻度用に設定された時間だけ待機します。既定で、
ベア メタル エージェント は 2 分ごとに Cisco UCS Director と同期されます。この頻度は、ベア メ
タル エージェント VM の /opt/infra にある service.properties.template ファイル内の
bma.sync.frequency プロパティを使用して変更できます。
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章

Windows OS イメージの追加
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco UCS Director Bare Metal Agent でサポートされている Windows オペレーティング システ
ム, 41 ページ
• Windows オペレーティング システム イメージに関するガイドラインおよび制約事項, 42
ページ
• Windows Server 2008 R2 x64 オペレーティング システム イメージ, 43 ページ
• Windows Server 2012 x64 および 2012 R2 x64 オペレーティング システム イメージ, 53 ペー
ジ
• Windows Server 2016 x64 オペレーティング システム イメージ, 63 ページ
• MEMDISK を使用した Windows の複数バージョンの同時展開, 69 ページ

Cisco UCS Director Bare Metal Agent でサポートされている
Windows オペレーティング システム
Cisco UCS Director Bare Metal Agent（ベア メタル エージェント）は、次の Windows オペレーティ
ング システム（OS）イメージとそれらに必要な応答ファイルの自動作成をサポートしています。
• Windows Server 2008 R2 x64
• Windows Server 2012 x64
• Windows Server 2012 R2 x64
• Windows Server 2016 x64
4 つの OS イメージすべてを ベア メタル エージェント で設定できます。ローカル ブートと SAN
ブートの両方で同じ応答ファイルを使用できます。
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Windows OS イメージのセットアップ手順は、オペレーティング システムによって異なります。
必ず、セットアップする OS イメージに適した手順を使用してください。

（注）

ベア メタル エージェント を Cisco UCS Director に追加して、インベントリを実行した後、Cisco
UCS Director には Windows イメージがデフォルトで追加されているかのように表示されます。
しかし、Windows イメージは追加されていません。Windows イメージを手動でインストールし
ます。

Windows オペレーティング システム イメージに関する
ガイドラインおよび制約事項
Windows Server OS イメージをセットアップし、プロビジョニングするときは、次のガイドライン
と制約事項を考慮してください。
厳密な命名規則に従うこと
Windows OS イメージ用のファイルを設定する場合は、厳密な命名規則に従う必要があります。パ
スとファイル名は大文字と小文字が区別されます。

（注）

命名を誤ると、ベア メタル エージェント データ インフラストラクチャ全体で名前を変更する
必要があります。

ファイル名、ドライブ文字、およびその他の情報はすべてのファイルで一致すること
自動生成された応答ファイルを使用する場合は、ベア メタル エージェント がファイル名、ドラ
イブ文字、およびその他の情報が一致することを保証します。
ただし、応答ファイルを手動で編集した場合は、WinPE.wim 内のドライブ文字と応答ファイル内
のドライブ文字が一致することを保証する必要があります。この設定により、応答ファイル設定
オプションを使用して、特定の場所から Windows をインストールするように WinPE.wim が定義
されます。静的な名前、パス、IP アドレス、ドライブ文字、応答ファイル名、およびユーザ名資
格情報が正しい必要があります。
ファイル名とフォルダ名は大文字と小文字が区別されます。WinPE.wim の名前はブート構成デー
タ（BCD）ストア内のエントリと正確に一致する必要があります。
SAN ブートに単一パスのワーク フローを使用すること

警告

Windows インストールがマルチパス SAN ブートをサポートしていないため、SAN ブートを実
現するには単一パスのワークフローを使用する必要があります。
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Windows Server 2008 R2 x64 オペレーティング システム イ
メージ
Windows Server 2008 R2 x64 OS（Windows 2008 OS）は、PXE ブートおよびインストール操作をサ
ポートしています。ベア メタル プロビジョニング ワークフローでこの OS イメージを使用できま
す。

Windows Server 2008 R2 x64 オペレーティング システム イメージのセッ
トアップに関する前提条件
Windows Server 2008 R2 x64 OS イメージのセットアップに必要な環境とファイルをインストール
してセットアップするには、最初に、以下をダウンロードする必要があります。
• Windows アセスメント & デプロイメント キット（ADK、Windows ADK とも呼ばれます）。
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652を参照してください。Windows
ADK では、カスタマイズされた WinPE を生成することができます。Windows ADK に、
Windows Server 2008 R2 バージョンとの互換性があることを確認してください。
• Windows Server 2008 R2 x64 ISO バージョン。

（注）

Windows OS イメージをセットアップするときに Windows 応答ファイルを手動で作成する必要
はありません。ベア メタル エージェント は、PXE ブート要求の作成時に指定された情報に基
づいて、PXE ブート要求をサポートするために必要な Windows 応答ファイルを作成します。
ベア メタル エージェント VM を使用して Windows 2008 R2 オペレーティング システムをインス
トールする前に、次の前提条件を設定してください。
• カスタマイズされた Windows プレインストール環境（WinPE）
• ブート構成データ（BCD）ファイル（オプション）
• Windows インストール ファイル（ISO イメージ ファイルから抽出したファイル）

ヒント

Standard、Enterprise、Datacenter、Web などのすべてのエディションを含む Windows 2008 R2
OS ISO イメージ ファイルを使用することをお勧めします。多くの場合、Standard と Datacenter
以外のエディションは削除してかまいません。
WinPE イメージのカスタマイズと BCD ファイルの作成が完了したら、次の操作を実行する必要が
あります。
• WinPE をセットアップして、PXE ブート用の ベア メタル エージェント VM にサポート ファ
イルをコピーします。
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• Windows 2008 R2 OS ISO イメージ ファイルを適切なイメージ リポジトリ ディレクトリに解
凍します。

カスタマイズされた WinPE の作成
Windows 2008 R2 x64 用の Windows プレインストール環境（WinPE）を作成して、カスタマイズ
する必要があります。初期 WinPE には、Windows OS でサポートされるカーネルと既定のデバイ
スドライバをロードするために必要な最小ブートイメージが含まれています。ほとんどのサーバ
には、インストール時に Windows OS がネットワークとディスクを検出できるようにする追加ド
ライバ（ネットワーク インターフェイス カードやストレージ コントローラなど）が必要です。
WinPE.wim イメージにこれらのドライバを追加する必要があります。
Windows ADK とともにインストールされる展開イメージのサービスと管理（DISM.exe）コマンド
ツールを使用して、デバイス ドライバを追加します。関連する DISM コマンドを実行する前に、
必要なデバイス ドライバをダウンロードしてください。

重要

次の手順には、参考としてのサンプル設定が含まれています。サンプル設定は、ご使用の環境
で機能する場合と機能しない場合があります。DISM.exe を使用して WinPE イメージにデバイ
ス ドライバを追加する方法については、Microsoft から提供されているマニュアルを参照して
ください。

はじめる前に
Windows Server 2008 R2 x64 オペレーティング システム イメージのセットアップに関する前提条
件 , （43 ページ）に記載の前提条件を満たす必要があります。
以下をダウンロードします。
• Windows 2008 R2 x64 専用の Windows アセスメント & デプロイメント キット（Windows
ADK）。
• WinPE.wim イメージに追加する必須デバイス ドライバ。

手順
ステップ 1

コマンド プロンプトを起動します（[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）]
> [アクセサリ（Accessories）] > [コマンド プロンプト（Command Prompt）] をクリックします）。

ステップ 2

Windows ADK インストール ディレクトリに移動します。
cd C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows
Preinstallation Environment

ここでは、Windows ADK のインストール ディレクトリは C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment
です。
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ステップ 3

「copype.cmd」コマンドを使用して新しい WinPE 環境フォルダを作成します。
copype.cmd amd64 c:\win2k8r2x64

ここでは、新しい WinPE 環境が作成されるディレクトリは c:\win2k8r2x64 です。
ステップ 4

デバイス ドライバをフォルダに解凍します。例：c:\cisco\drivers。

ステップ 5

DISM.exe コマンドを使用して、デバイス ドライバを WinPE イメージに追加します。
• WinPE.wim イメージをマウントします。
DISM.exe /mount-wim /wimfile:c:\win2k8r2x64\WinPE.wim /index:1
mountdir:c:\win2k8r2x64\mount

• 個々のドライバの絶対パスを使用して WinPE.wim イメージにデバイス ドライバを追加しま
す。
DISM.exe /image:c:\win2k8r2x64\mount /Add-Driver /driver:C:\cisco\drivers\1.inf
/driver:C:\cisco\drivers\2.inf /driver:C:\cisco\drivers\3.inf

• あるいは、デバイス ドライバ ディレクトリ内のサブフォルダをすべて自動検索して、
WinPE.wim イメージにデバイス ドライバを追加します。
DISM.exe /image:c:\win2k8r2x64\mount /Add-Driver /driver:C:\cisco\drivers /Recurse

ステップ 6

WinPE.wim イメージをアンマウントして、変更をコミットします。
DISM.exe /unmount-wim /mountdir:c:\win2k8r2x64\mount /commit

すべてのデバイス ドライバの追加が完了したら、WinPE.wim イメージを使用できます。

Windows Server 2008 R2 インストール ファイルの準備
はじめる前に
以下を準備する必要があります。
• Windows 2008 R2 オペレーティング システムとの互換性がある Windows アセスメント & デ
プロイメント キット（ADK、Windows ADK とも呼ばれます）
• Windows 2008 R2 ISO イメージ

手順
ステップ 1

コマンド プロンプトを起動します（[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）]
> [アクセサリ（Accessories）] > [コマンド プロンプト（Command Prompt）] をクリックします）。

ステップ 2

新しいフォルダを作成し、Windows 2008 R2 ISO イメージ インストール ファイルをこのフォルダ
に解凍します。
mkdir c:\win2k8r2x64-iso

ステップ 3

install.wim ファイルのバックアップ コピーを作成します。
cd c:\win2k8r2x64-iso\sources
copy install.wim install.wim.backup
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以降のステップでは install.wim ファイルにデバイス ドライバが追加されるため、このようにバッ
クアップを作成しておくことが推奨されます。デバイス ドライバは、Windows 2008 R2 オペレー
ティング システムのインストール時に使用されます。
ステップ 4

c:\win2k8r2x64-iso\sources\install.wim ファイルをマウントするフォルダを作成しま
す。
mkdir c:\win2k8r2x64-mount

ステップ 5

Windows ADK インストール ディレクトリに移動します。
cd C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Deployment
Tools\amd64\DISM

ステップ 6

Windows ADK インストール ディレクトリから DISM.exe コマンドを使用して、デバイス ドライバ
を install.wim イメージに追加します。

ステップ 7

サポートされている Windows 2008 R2 エディションの一覧を表示します。
dism.exe /Get-ImageInfo /imagefile:c:\win2k8r2x64-iso\sources\install.wim

サポートされている Windows 2008 R2 エディションがインデックス ID で示されている一覧が表示
されます。PXE で、インストールする Windows 2008 R2 エディションに対応するインデックス ID
を選択します。
Index : 1
Name : Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARD
Description : Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARD
Size : 10,510,509,480 bytes
Index : 2
Name : Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARDCORE
Description : Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARDCORE
Size : 3,563,998,339 bytes
Index : 3
Name : Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISE
Description : Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISE
Size : 10,510,890,698 bytes
Index : 4
Name : Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISECORE
Description : Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISECORE
Size : 3,563,972,455 bytes
Index : 5
Name : Windows Server 2008 R2 SERVERDATACENTER
Description : Windows Server 2008 R2 SERVERDATACENTER
Size : 10,510,997,874 bytes
Index : 6
Name : Windows Server 2008 R2 SERVERDATACENTERCORE
Description : Windows Server 2008 R2 SERVERDATACENTERCORE
Size : 3,564,010,572 bytes
Index : 7
Name : Windows Server 2008 R2 SERVERWEB
Description : Windows Server 2008 R2 SERVERWEB
Size : 10,520,088,768 bytes
Index : 8
Name : Windows Server 2008 R2 SERVERWEBCORE
Description : Windows Server 2008 R2 SERVERWEBCORE
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Size : 3,562,616,654 bytes

ステップ 8

Windows 2008 R2 Datacenter Edition をインストールするには、インデックス ID が 5 の install.wim
イメージをマウントします。
DISM.exe /mount-wim /wimfile:c:\win2k8r2x64-iso\sources\install.wim /index:5
mountdir:c:\win2k8r2x64-mount

ステップ 9

個々のドライバの絶対パスを使用して install.wim イメージにデバイス ドライバを追加します。
DISM.exe /image:c:\win2k8r2x64-mount /Add-Driver /driver:C:\cisco\drivers\1.inf
/driver:C:\cisco\drivers\2.inf /driver:C:\cisco\drivers\3.inf

あるいは、デバイス ドライバ ディレクトリ内のサブフォルダをすべて自動検索して、install.wim
イメージにデバイス ドライバを追加できます。
DISM.exe /image:c:\win2k8r2x64-mount /Add-Driver /driver:C:\cisco\drivers /Recurse

ステップ 10

install.wim イメージをアンマウントして、変更をコミットします。
DISM.exe /unmount-wim /mountdir:c:\win2k8r2x64-mount /commit

（注）

すべてのデバイス ドライバの追加が完了したら、install.wim イメージを使用できま
す。

ブート構成データ ファイルの作成
ブート構成データ（BCD）ファイルには、ブート構成パラメータが含まれています。このファイ
ルは、Windows でのオペレーティング システムの起動方法を制御し、PXE サーバから基本カーネ
ル（WinPE.wim）をロードするために使用されます。新しい BCD ファイルの作成はオプションで
す。ベア メタル エージェント には、すぐに利用可能なデフォルト設定が記述された BCD ファイ
ルが用意されています。この BCD ファイルの絶対パスは /opt/cnsaroot/Boot/BCD です。特
定バージョンの Windows 向けにカスタマイズする必要がある場合を除き、すべての Windows OS
バージョンのインストールにデフォルトの BCD ファイルを使用できます。
デフォルトでは、BCD ファイルは /opt/cnsaroot/Boot/WinPE.wim ファイルと
/opt/cnsaroot/Boot/boot.sdi ファイルを指し示します。これらのファイル名は大文字と小
文字が区別されます。
新しい BCD ファイルを作成するには、BCDEdit コマンドライン ツールを使用します。このツー
ルは通常、Windows オペレーティング システムのルート ディレクトリ（C:\Windows\system32）
にあります。
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手順
ステップ 1

コマンド プロンプトを起動します（[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）]
> [アクセサリ（Accessories）] > [コマンド プロンプト（Command Prompt）] をクリックします）。

ステップ 2

新しい BCD ファイルを作成する新しい作業ディレクトリを作成します（コマンド プロンプトで
C:\> mkdir C:\NewBCDStore と入力します）。

ステップ 3

C:\NewBCDStore ディレクトリに移動します。（コマンド プロンプトで C:\> cd
C:\NewBCDStore と入力します）

ステップ 4

次の順序でコマンドを実行し、新しい BCD ファイルを作成します。
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /createstore BCD
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /create {ramdiskoptions} /d
"Ramdisk options"
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /set {ramdiskoptions}
ramdisksdidevice boot
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /set {ramdiskoptions}
ramdisksdipath \Boot\boot.sdi
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /create /d "My WinPE Boot Image"
/application osloader

上記のコマンドを実行すると、新しい GUID が生成され、コマンド出力として表示されます。
ステップ 5

次のコマンドを実行します。これらのコマンドを実行するときには、GUID（例：
{a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}）を、システムで生成された GUID に置き換えます。
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /set
{a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7} systemroot \Windows
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /set
{a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7} detecthal Yes
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /set
{a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7} winpe Yes
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /set
{a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7} osdevice ramdisk=[boot]\Boot\WinPE.wim,{ramdiskoptions}
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /set
{a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7} device ramdisk=[boot]\Boot\WinPE.wim,{ramdiskoptions}
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /create {bootmgr} /d "Windows
2008r2 BootManager"
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /set {bootmgr} timeout 30
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /displayorder
{a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}
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次のコマンドを使用して、設定が正しいことを確認します。
C:\NewBCDStore> C:\Windows\System32\bcdedit.exe /store BCD /enum all

次の作業
ISO イメージ内に適切な Windows 2008 R2 OS インストール ファイルが含まれていることを確認し
ます。

Windows 2008 R2 のすべてのエディションのインストール ファイルの
検証
はじめる前に
Windows 2008 R2 ISO イメージをマウントまたは解凍します。

手順
マウントまたは解凍された Windows 2008 R2 ISO イメージの SOURCE フォルダに次の CLG ファ
イルがあることを確認します。
• install_Windows Server 2008 R2 SERVERDATACENTER.clg
• install_Windows Server 2008 R2 SERVERDATACENTERCORE.clg
• install_Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISE.clg
• install_Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISECORE.clg
• install_Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARD.clg
• install_Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARDCORE.clg
• install_Windows Server 2008 R2 SERVERDATAWEB.clg
• install_Windows Server 2008 R2 SERVERDATAWEBCORE.clg

次の作業
PowerShell パッケージを追加するため WinPE.wim イメージ ファイルを編集し、Windows 2008 R2
の WinPE.wim ファイルおよび PXE ブート ファイルのカスタマイズとコピー, （50 ページ）で説
明する PXE インストール コマンドとパラメータを使用して startnet.cmd ファイルを変更します。
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Windows 2008 R2 の WinPE.wim ファイルおよび PXE ブート ファイルの
カスタマイズとコピー
手順
ステップ 1

コマンド プロンプトを起動します（[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）]
> [アクセサリ（Accessories）] > [コマンド プロンプト（Command Prompt）] をクリックします）。

ステップ 2

作成した WinPE 環境のディレクトリに移動します。
cd c:\win2k8r2x64

ステップ 3

c:\win2k8r2x64 ディレクトリにある「mount」フォルダに WinPE.wim イメージをマウントしま
す。
DISM.exe /mount-wim /wimfile:c:\win2k8r2x64\WinPE.wim /index:1 /mountdir:c:\win2k8r2x64\mount

ステップ 4

WinPE.wim で、必要な PowerShell パッケージを追加してから、各コマンド内のパスを環境に適
切なマウント ポイントと ADK インストール パスを使用して各コマンド内のパスを編集します。
（注）
次に示す Powershell パッケージ ファイルは参考用です。WinPE.wim に追加する必要が
ある PowerShell パッケージとファイルの名前は、Windows のバージョンと WinPE.wim
によって異なります。追加する必要のある PowerShell パッケージを特定するには、
Microsoft の Web サイトのコンプライアンス レポートを参照してください。PowerShell
に必要なパッケージを追加するコマンドについては、『WinPE: Adding PowerShell support
to Windows PE Technet Page』を参照してください。
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-WMI.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-NetFX.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-NetFX_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-Scripting.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-Scripting_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
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Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-PowerShell.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-PowerShell_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-StorageWMI.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-StorageWMI_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-DismCmdlets.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k8r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\8.0\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-DismCmdlets_en-us.cab"

ステップ 5

マウント フォルダ（上のコード例では c:\win2k8r2x64\mount）に移動して、マウント フォ
ルダ内のデータが表示できることを確認します。

ステップ 6

マウント フォルダ内の \windows\system32 に移動して、次の手順を実行します。
a) startnet.cmd を編集します。
b) 次のエントリをここに示す順にファイルに貼り付け、使用している環境に合わせて IP アドレ
スとその他の詳細を更新します。
wpeinit
wpeutil.exe InitializeNetwork
wpeutil.exe disablefirewall
ECHO OFF
net use R: \\Baremetal_Agent_PXE_IP_Address\bits /user:user_id password
ECHO ON
R:
Powershell.exe -NonInteractive -NoLogo -ExecutionPolicy bypass -command R:\enroute.ps1
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• ドライバのインストールに失敗した場合は、drvload コマンドを使用します。たと

（注）

えば、startnet.cmd ファイルに次の行を含め、fnic ドライバをインストールし
ます。
drvload <ipaddress of share>:\\<the_fnic.inf>

ドライバのインストール時に問題が発生した場合にのみ、drvload コマンドを使用
してください。それ以外の場合は、標準的なプロセスに従って、WinPE にドライ
バを挿入してください。
• ベア メタル エージェント IP アドレスを指すようにすべてのエントリ内の IP アド
レスを変更してください。
• すべてのドライブ文字参照（R: ドライブへの参照など）が startnet.cmd ファイ
ルと Windows 応答ファイルの両方で一致する必要があります。デフォルトでは、
ベア メタル エージェント のドライブ文字割り当ては R: に設定されています。
ステップ 7

startnet.cmd ファイルを保存します。

ステップ 8

startnet.cmd が正しく更新されていることを確認したら、DISM Unmount コマンドを使用して
WinPE.wim をアンマウントし、commit オプションを使用して、変更した startnet.cmd ファ
イルを保存します。
DISM.exe /Unmount-Wim /Mountdir:c:\win2k8r2x64\mount /commit

注意

WinPE.wim をアンマウントするときに、マウント済みのディレクトリに配置されたファ
イルを開いたままにしないでください。ファイルが開いていると、アンマウント プロセ
スが失敗する場合があります。

次の作業
カスタマイズした Windows インストール ファイルを ベア メタル エージェント VM にコピーしま
す。

ベア メタル エージェント VM へのカスタマイズした Windows インス
トール ファイルのコピー
はじめる前に
以下を準備する必要があります。
• カスタマイズした WinPE.wim イメージ ファイル
• カスタマイズした install.wim イメージ ファイル
• カスタマイズした BCD ファイル（オプション）
• Windows 2008 R2 ISO イメージ
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手順
ステップ 1

次のファイルを ベア メタル エージェント VM にコピーします。ファイルのコピーには、WinSCP
またはこれに相当するツールを使用できます。
• カスタマイズした WinPE.wim イメージ ファイルを c:\win2k8r2x64 フォルダから
/opt/cnsaroot/Boot フォルダにコピーします。
• カスタマイズした BCD ファイルを c:\NewBCDStore フォルダから /opt/cnsaroot/Boot
フォルダにコピーします（オプション）。
• カスタマイズした install.wim イメージ ファイルを c:\win2k8r2x64-iso\sources フォル
ダから /tmp フォルダにコピーします。
• Windows 2008 R2 ISO イメージ ファイルを /tmp フォルダにコピーします。

ステップ 2

SSH クライアントを使用して ベア メタル エージェント VM に「root」ユーザとしてログオンしま
す。

ステップ 3

フォルダを /tmp に変更します。

ステップ 4

Windows 2008 R2 ISO イメージを /mnt フォルダにマウントします。
mount -o loop /tmp/(Windows-2008R2-ISO-Filename) /mnt

ステップ 5

Windows 2008 R2 インストール ファイルを /samba/Win2k8R2x64 フォルダにコピーします。
cd /samba/Win2k8R2x64
cp -r /mnt/*

ステップ 6

すべての Windows 2008 R2 のインストール ファイルがコピーされたことを確認します。

ステップ 7

install.wim イメージ ファイルを /tmp から /samba/Win2k8R2x64/sources フォルダに移動し
ます。
mv /tmp/install.wim /samba/Win2k8R2x64/sources/

ステップ 8

Windows 2008 R2 ISO イメージを /mnt フォルダからアンマウントします。
umount /mnt

ステップ 9

/samba/notifications/notify.ps1 ファイルを開き、そのファイル内の IP アドレスが ベア
メタル エージェント の PXE IP アドレスと一致することを確認します。

Windows Server 2012 x64 および 2012 R2 x64 オペレーティ
ング システム イメージ
Cisco UCS Director Bare Metal Agent は、Windows 2012 x64 または 2012 R2 x64 OS イメージの PXE
ブートおよびインストール操作とベア メタル プロビジョニング ワークフローで使用される PXE
ブート タスクをサポートしています。
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（注）

Windows 2012 および 2012 R2 の両方をサポートする必要がある場合は、イメージ セットアッ
プ プロセスを OS ごとに 1 回ずつの計 2 回実行する必要があります。複数の Windows OS バー
ジョンをサポートする単一の WinPE ファイルをセットアップすることもできますが、OS ごと
に別々の WinPE ファイルをセットアップすることをお勧めします。

Windows Server 2012 x64 および 2012 R2 x64 オペレーティング システム
イメージのセットアップに関する前提条件
ベア メタル エージェント VM の /opt/cnsaroot/Boot ディレクトリに Windows 2012 または
2012 R2 OS イメージをインストールするには、次の前提条件をインストールしてセットアップす
る必要があります。
• Windows アセスメント & デプロイメント キット（WinPE.wim ファイルとの Windows バー
ジョンの互換性によっては Windows ADK バージョン 8.0 以降を推奨）
• カスタマイズされた Windows プレインストール環境（WinPE.wim）と PXE サポート ファイ
ル
• ブート構成データ（BCD）ファイル
• Windows インストール ファイル（ISO から抽出したファイル）

（注）

Windows OS イメージをセットアップするときに Windows 応答ファイルを手動で作成する必要
はありません。ベア メタル エージェント は、PXE ブート要求の作成時に指定された情報に基
づいて、PXE ブート要求をサポートするために必要な Windows 応答ファイルを作成します。
イメージをインストールしてセットアップするには、以下をダウンロードします。
• Windows Server 2012 と Windows Server 2012 R2 をサポートする Windows アセスメント & デ
プロイメント キット。詳細については、http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn613859.aspx
を参照してください。
• Windows Server 2012 x64 または 2012 R2 x64（Standard Edition と Datacenter Edition が必要）。

ヒント

Standard、Enterprise、Datacenter、および Web のすべてのエディションを含む ISO ダウンロー
ド ファイルを使用することをお勧めします。多くの場合、Standard と Datacenter 以外のエディ
ションは削除してかまいません。
システム イメージの準備ができたら、次の追加の手順を実行します。
• WinPE をセットアップして、PXE ブート用の Network Service Agent サーバにサポート ファイ
ルをコピーします。
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• サーバ パスに Windows インストール ファイルをコピーします。

Windows 2012 用のカスタム WinPE ファイルの作成と PXE サポート ファ
イルのコピー
（注）

/opt/cnsaroot/Boot フォルダは固定で、ベア メタル エージェント ごとに 1 つずつのブー
ト フォルダを割り当てることができます。

はじめる前に
Windows Server 2012 x64 および 2012 R2 x64 オペレーティング システム イメージのセットアップ
に関する前提条件, （54 ページ）に示されている前提条件を満たします。

手順
ステップ 1

Windows 2012 をサポートしているバージョンの ADK をダウンロードして、Windows Server 2012
マシンにインストールします。
（注）
ダウンロードに含める機能を指定するときに、Windows PE と展開ツールを含める必要
があります。

ステップ 2

ADK ツールで Windows のプレインストール環境フォルダに移動して、copype.cmd を実行し、
WinPE に必要なファイルを作成します。
Copype.cmd amd64 C:\WinPE_amd64

ターゲット ディレクトリに WinPE.wim ファイルが含まれています。最新の ADK バージョンで
は、boot.vim ファイルが作成されます。これは、WinPE.wim に名前を変更する必要がありま
す。
ステップ 3

ADK ツールがインストールされた Windows マシンで、ディレクトリを作成しま
す。/opt/cnsaroot/Boot から作成したディレクトリに WinPE.wim ファイルをコピーします。

ステップ 4

コマンド ラインで、ADK のインストール フォルダに移動します。

ステップ 5

ドライバをフォルダの場所から WinPE イメージに追加します。
追加するドライバへのパスがわかっている場合は、次の DISM.exe コマンドを使用します。
// The DISM.exe command mounts the WinPE to a folder.
// In this example, the c:\win2k12x64 directory and the \mount subdirectory have been created
before running the command.
DISM.exe /mount-wim /wimfile:c:\win2k12x64\WinPE.wim /index:1 /mountdir:c:\win2k12x64\mount
// To add individual driver files to WinPE image, use the following format.
DISM.exe /image:c:\win2k12x64\mount /Add-Driver /driver:C:\test\drivers\1.inf
/driver:C:\test\drivers\2.inf /driver:C:\test\drivers\3.inf
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追加するドライバへのパスが不明で、すべてのサブフォルダを照会する必要がある場合は、次の
DISM.exe コマンドを使用します。
// The DISM.exe command mounts the WinPE to a folder.
// In this example, the c:\win2k12x64 directory and the \mount subdirectory have been created
before running the command.
DISM.exe /mount-wim /wimfile:c:\win2k12x64\WinPE.wim /index:1 /mountdir:c:\win2k12x64\mount
// To add individual driver files to WinPE image, use the following format.
DISM.exe /image:c:\win2k12x64\mount /Add-Driver /driver:c:\test\drivers /Recurse

ステップ 6

WinPE.wim をフォルダにマウントします。

ステップ 7

WinPE.wim で、必要な PowerShell パッケージを追加してから、各コマンド内のパスを環境に適
切なマウント ポイントと ADK インストール パスを使用して各コマンド内のパスを編集します。
（注）
WinPE.wim に追加する必要がある PowerShell パッケージとファイルの名前は、Windows
のバージョンと WinPE.wim によって異なります。追加する必要のある PowerShell パッ
ケージを特定するには、Microsoft の Web サイトのコンプライアンス レポートを参照し
てください。PowerShell に必要なパッケージを追加するコマンドについては、『WinPE:
Adding PowerShell support to Windows PE Technet Page』を参照してください。次に示す
PowerShell パッケージは参照用で、Windows や WinPE.wim のバージョンによって異な
ります。
\\ Sample PowerShell package files.
\\ The PowerShell packages and file names that you need to add to WinPE.wim vary depending
on the version of Windows and WinPE.wim.
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-WMI.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-NetFX.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-NetFX_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-Scripting.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-Scripting_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
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Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-PowerShell.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-PowerShell_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-StorageWMI.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-StorageWMI_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-DismCmdlets.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-DismCmdlets_en-us.cab"

ステップ 8

マウント フォルダ内の \windows\system32 に移動します。startnet.cmd で、ベア メタル
エージェント の IP アドレスを更新します。
• ベア メタル エージェント の IP アドレス以外、startnet.cmd ファイル内の情報
（注）
は変更しないでください。
• ベア メタル エージェント IP アドレスをポイントするように、すべてのエントリ内
の IP アドレスを変更してください。
• すべてのドライブ文字参照（R: ドライブへの参照など）が startnet.cmd ファイ
ルと Windows 応答ファイルの両方で一致する必要があります。デフォルトでは、
ベア メタル エージェント のドライブ文字割り当ては R: に設定されています。

ステップ 9

WinPE をアンマウントして、変更をコミットし、ファイルを ベア メタル エージェント VM 内の
/opt/cnsaroot/Boot ディレクトリにコピーします。
DISM.exe /Unmount-Wim /Mountdir:c:\win2k12x64\mount /commit

次の作業
（必要に応じて）ブート構成データ（BCD）ファイルをインストールしてセットアップします。

Windows 2012 R2 用のカスタム WinPE ファイルの作成と PXE サポート
ファイルのコピー
Windows Server 2012 R2 x64 の場合は、ベア メタル エージェント が WinPE ファイルと PXE サポー
ト ファイルを提供します。行う必要があるのは、必要なすべてのドライバを WinPE.wim ファイ
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ルに追加してから、WinPE.wim ファイルを編集して、startnet.cmd ファイル内の IP アドレス
を ベア メタル エージェント の PXE IP アドレスに変更することだけです。

（注）

/opt/cnsaroot/Boot フォルダは固定で、ベア メタル エージェント ごとに 1 つずつのブー
ト フォルダを割り当てることができます。

はじめる前に
Windows Server 2012 x64 および 2012 R2 x64 オペレーティング システム イメージのセットアップ
に関する前提条件, （54 ページ）に記載の前提条件を満たす必要があります。

手順
ステップ 1

Windows 2012 R2 をサポートしているバージョンの ADK をダウンロードして、Windows Server
2012 R2 マシンにインストールします。
（注）
ダウンロードに含める機能を指定するときに、Windows PE と展開ツールを含める必要
があります。

ステップ 2

ADK ツールがインストールされた Windows マシンで、ディレクトリを作成しま
す。/opt/cnsaroot/Boot から作成したディレクトリに WinPE.wim ファイルをコピーします。

ステップ 3

コマンド ラインで、ADK のインストール フォルダに移動します。

ステップ 4

ドライバをフォルダの場所から WinPE イメージに追加します。
追加するドライバへのパスがわかっている場合は、次の DISM.exe コマンドを使用します。
// The DISM.exe command mounts the WinPE to a folder.
// In this example, the c:\win2k12r2x64 directory and the \mount subdirectory have been
created before running the command.
DISM.exe /mount-wim /wimfile:c:\win2k12r2x64\WinPE.wim /index:1
/mountdir:c:\win2k12r2x64\mount
// To add individual driver files to WinPE image, use the following format.
DISM.exe /image:c:\win2k12r2x64\mount /Add-Driver /driver:C:\test\drivers\1.inf
/driver:C:\test\drivers\2.inf /driver:C:\test\drivers\3.inf

追加するドライバへのパスが不明で、すべてのサブフォルダを照会する必要がある場合は、次の
DISM.exe コマンドを使用します。
// The DISM.exe command mounts the WinPE to a folder.
// In this example, the c:\win2k12r2x64 directory and the \mount subdirectory have been
created before running the command.
DISM.exe /mount-wim /wimfile:c:\win2k12r2x64\WinPE.wim /index:1
/mountdir:c:\win2k12r2x64\mount
// To add individual driver files to WinPE image, use the following format.
DISM.exe /image:c:\win2k12r2x64\mount /Add-Driver /driver:c:\test\drivers /Recurse
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ステップ 5

winPE.wim をフォルダにマウントします。

ステップ 6

WinPE.wim で、必要な PowerShell パッケージを追加してから、各コマンド内のパスを環境に適
切なマウント ポイントと ADK インストール パスを使用して各コマンド内のパスを編集します。
（注）
WinPE.wim に追加する必要がある PowerShell パッケージとファイル名は、Windows や
WinPE.wim のバージョンによって異なります。追加する必要のある PowerShell パッ
ケージを特定するには、Microsoft の Web サイトにあるコンプライアンス レポートを参
照してください。PowerShell に必要なパッケージを追加するコマンドについては、
『WinPE: Adding PowerShell support to Windows PE Technet Page』を参照してください。
次に示す PowerShell パッケージは参照用で、Windows や WinPE.wim のバージョンによっ
て異なります。
\\ Sample PowerShell package files.
\\ The PowerShell packages and file names that you need to add to WinPE.wim vary depending
on the version of Windows and WinPE.wim.
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-WMI.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-NetFX.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-NetFX_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-Scripting.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-Scripting_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-PowerShell.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-PowerShell_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-StorageWMI.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
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Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-StorageWMI_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-DismCmdlets.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k12r2x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-DismCmdlets_en-us.cab"

ステップ 7

マウント フォルダ内の \windows\system32 に移動します。startnet.cmd で、ベア メタル
エージェント の IP アドレスを更新します。
• ベア メタル エージェント の IP アドレス以外、startnet.cmd ファイル内の情報
（注）
は変更しないでください。
• ベア メタル エージェント IP アドレスを指すようにすべてのエントリ内の IP アド
レスを変更してください。
• すべてのドライブ文字参照（R: ドライブへの参照など）が startnet.cmd ファイ
ルと Windows 応答ファイルの両方で一致する必要があります。デフォルトでは、
ベア メタル エージェント のドライブ文字割り当ては R: に設定されています。

ステップ 8

WinPE をアンマウントして、変更をコミットし、ファイルを ベア メタル エージェント VM 内の
/opt/cnsaroot/Boot ディレクトリにコピーします。
DISM.exe /Unmount-Wim /Mountdir:c:\win2k12r2x64\mount /commit

次の作業
（必要に応じて）ブート構成データ（BCD）ファイルをインストールしてセットアップします。

ブート構成データ ファイルのインストールとセットアップ
ブート構成データ（BCD）ファイルには、ブート構成パラメータが含まれています。このファイ
ルは、Windows でのオペレーティング システムの起動方法を制御し、PXE サーバから基本カーネ
ル（WinPE.wim）をロードするために使用されます。BCD ファイルを作成する必要はありませ
ん。ベア メタル エージェント が BCD ファイルに使用可能な既定のパスを付与します。
既定で、BCD ファイルは /Boot/WinPE.wim ファイルと boot.sdi ファイルを指します。これ
らのファイル名は大文字と小文字が区別されます。
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（注）

ベア メタル エージェント 設定では標準名のセットを使用することをお勧めします。フォルダ
名は Boot にする必要があります。winpe ファイル名は WinPE.wim にする必要があります。
boot.sdi などの対応するファイル名を使用します。作成される BCD ファイルは大文字のはず
で、ファイル拡張子は付きません。ベア メタル エージェント は、/opt/cnsaroot/Boot に
BCD ファイルを配置します。このファイルに /opt/cnsaroot/Boot/WinPE.wim を指す既
定のパスが含まれています。パス名を変更しなければ、このファイルを任意のバージョンの
Windows OS で使用できます。
BCD ファイルを作成するために使用されるコマンド bcdedit.exe は、通常、Windows オペレーティ
ング システムのルート ディレクトリ（c:\windows\system32）で見つけることができます。

はじめる前に
カスタム WinPE を作成して、PXE サポート ファイルをコピーします。

手順
ステップ 1

bcdedit.exe コマンドを含むディレクトリに移動して、次のコマンド シーケンスを実行し、BCD
ファイルを作成します。
bcdedit.exe コマンドは、通常、Windows オペレーティング システムのルート ディレクトリ
（c:\windows\system32）で見つけることができます。

ステップ 2

bcdedit.exe /createstore BCD

ステップ 3

bcdedit.exe /store BCD /create {ramdiskoptions} /d "Ramdisk options"

ステップ 4

bcdedit.exe /store BCD /set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice boot

ステップ 5

bcdedit.exe /store BCD /set {ramdiskoptions} ramdisksdipath \Boot\boot.sdi

ステップ 6

bcdedit.exe /store BCD /create /d "My WinPE Boot Image"/application osloader
この時点で、GUID が表示されます。次のステップの {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7} を
システムの GUID に置き換えてください。

ステップ 7

bcdedit.exe /store BCD /set {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}systemroot \Windows

ステップ 8

bcdedit.exe /store BCD /set {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}detecthal Yes

ステップ 9

bcdedit.exe /store BCD /set {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7} winpe Yes

ステップ 10

bcdedit.exe /store BCD /set {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}osdevice
ramdisk=[boot]\Boot\WinPE.wim,{ramdiskoptions}

ステップ 11

bcdedit.exe /store BCD /set {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}device
ramdisk=[boot]\Boot\WinPE.wim,{ramdiskoptions}

ステップ 12

次のいずれかです。
• bcdedit.exe /store BCD /create {bootmgr} /d "Windows 2012r2 BootManager"
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• bcdedit.exe /store BCD /create {bootmgr} /d "Windows 2012 BootManager"
ステップ 13

bcdedit.exe /store BCD /set {bootmgr} timeout 30

ステップ 14

bcdedit.exe /store BCD /displayorder {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}

ステップ 15

次のコマンドを使用して、設定名が正しいことを確認します。 bcdedit.exe /store BCD /enum all

次の作業
Windows インストール ISO イメージをサーバ フォルダにコピーします。

Windows インストール ファイルのサーバ フォルダへのコピー
はじめる前に
以下を準備する必要があります。
• ベア メタル エージェント VM の opt/cnsaroot/Boot ディレクトリにカスタマイズされた
winPE.wim ファイルと PXE ブート ファイル
• ベア メタル エージェント VM の opt/cnsaroot/Boot ディレクトリに設定済みの BCD ファ
イル
• Windows インストール ファイル（ISO バージョン）

手順
ステップ 1

ダウンロードして検証済みの ISO を展開します。

ステップ 2

ダウンロードした ISO から ベア メタル エージェント VM 内の適切なディレクトリにフォルダと
ファイルをコピーします。
Windows OS バージョン

サーバ パス

Windows 2012 R2

/samba/Win2k12R2x64

Windows 2012

/samba/Win2k12x64

フォルダ パス、ファイル名、またはフォルダ名を変更しないでくださ
い。
Windows インストール ファイルをコピー後の Win2k12R2x64 フォルダの内容のサンプルを以下
に示します。
（注）

boot
efi
sources
support
autorun.inf
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bootmgr.efi
setup.exe

ステップ 3

/samba/notifications/notify.ps1 ファイルを開き、IP アドレスが ベア メタル エージェ
ント の PXE IP アドレスと一致することを確認します。

Windows Server 2016 x64 オペレーティング システム イ
メージ
Cisco UCS Director Bare Metal Agent は、Windows 2016 x64 OS イメージの PXE ブートおよびイン
ストール操作とベア メタル プロビジョニング ワークフローで使用される PXE ブート タスクをサ
ポートしています。

Windows Server 2016 x64 オペレーティング システム イメージのセット
アップに関する前提条件
ベア メタル エージェント VM の /opt/cnsaroot/Boot ディレクトリに Windows 2016 OS イメー
ジをインストールするには、次の前提条件をインストールしてセットアップする必要があります。
• Windows アセスメント & デプロイメント キット（WinPE.wim ファイルとの Windows バー
ジョンの互換性によっては Windows ADK バージョン 8.0 以降を推奨）
• カスタマイズされた Windows プレインストール環境（WinPE.wim）と PXE サポート ファイ
ル
• ブート構成データ（BCD）ファイル
• Windows インストール ファイル（ISO から抽出したファイル）

（注）

Windows OS イメージをセットアップするときに Windows 応答ファイルを手動で作成する必要
はありません。ベア メタル エージェント は、PXE ブート要求の作成時に指定された情報に基
づいて、PXE ブート要求をサポートするために必要な Windows 応答ファイルを作成します。
イメージをインストールしてセットアップするには、以下をダウンロードします。
• Windows Server 2016 をサポートしている Windows アセスメント & デプロイメント キット。
詳細については、http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn613859.aspxを参照してください。
• Windows Server 2016 x64。
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ヒント

Standard、Enterprise、Datacenter、Web などのすべてのエディションを含む ISO ダウンロード
ファイルを使用することをお勧めします。多くの場合、Standard と Datacenter 以外のエディショ
ンは削除してかまいません。
システム イメージの準備ができたら、次の追加の手順を実行します。
• WinPE をセットアップして、PXE ブート用の Network Service Agent サーバにサポート ファイ
ルをコピーします。
• サーバ パスに Windows インストール ファイルをコピーします。

Windows 2016 用のカスタム WinPE ファイルの作成と PXE サポート ファ
イルのコピー
（注）

/opt/cnsaroot/Boot フォルダは固定で、ベア メタル エージェント ごとに 1 つずつのブー
ト フォルダを割り当てることができます。

はじめる前に
Windows Server 2016 x64 オペレーティング システム イメージのセットアップに関する前提条件,
（63 ページ）に示されている前提条件を満たします。

手順
ステップ 1

Windows 2016 をサポートしているバージョンの ADK をダウンロードして、Windows Server 2016
マシンにインストールします。
（注）
ダウンロードに含める機能を指定するときに、Windows PE と展開ツールを含める必要
があります。

ステップ 2

ADK ツールで Windows のプレインストール環境フォルダに移動して、copype.cmd を実行し、
WinPE に必要なファイルを作成します。
Copype.cmd amd64 C:\WinPE_amd64

ターゲット ディレクトリに WinPE.wim ファイルが含まれています。最新の ADK バージョンで
は、boot.vim ファイルが作成されます。これは、WinPE.wim に名前を変更する必要がありま
す。
ステップ 3

ADK ツールがインストールされた Windows マシンで、ディレクトリを作成しま
す。/opt/cnsaroot/Boot から作成したディレクトリに WinPE.wim ファイルをコピーします。

ステップ 4

コマンド ラインで、ADK のインストール フォルダに移動します。

ステップ 5

ドライバをフォルダの場所から WinPE イメージに追加します。
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追加するドライバへのパスがわかっている場合は、次の DISM.exe コマンドを使用します。
// The DISM.exe command mounts the WinPE to a folder.
// In this example, the c:\win2k16x64 directory and the \mount subdirectory have been created
before running the command.
DISM.exe /mount-wim /wimfile:c:\win2k16x64\WinPE.wim /index:1 /mountdir:c:\win2k16x64\mount
// To add individual driver files to WinPE image, use the following format.
DISM.exe /image:c:\win2k16x64\mount /Add-Driver /driver:C:\test\drivers\1.inf
/driver:C:\test\drivers\2.inf /driver:C:\test\drivers\3.inf

追加するドライバへのパスが不明で、すべてのサブフォルダを照会する必要がある場合は、次の
DISM.exe コマンドを使用します。
// The DISM.exe command mounts the WinPE to a folder.
// In this example, the c:\win2k16x64 directory and the \mount subdirectory have been created
before running the command.
DISM.exe /mount-wim /wimfile:c:\win2k16x64\WinPE.wim /index:1 /mountdir:c:\win2k16x64\mount
// To add individual driver files to WinPE image, use the following format.
DISM.exe /image:c:\win2k16x64\mount /Add-Driver /driver:c:\test\drivers /Recurse

ステップ 6

WinPE.wim をフォルダにマウントします。

ステップ 7

WinPE.wim で、必要な PowerShell パッケージを追加してから、各コマンド内のパスを環境に適
切なマウント ポイントと ADK インストール パスを使用して各コマンド内のパスを編集します。
（注）
WinPE.wim に追加する必要がある PowerShell パッケージとファイルの名前は、Windows
のバージョンと WinPE.wim によって異なります。追加する必要のある PowerShell パッ
ケージを特定するには、Microsoft の Web サイトのコンプライアンス レポートを参照し
てください。PowerShell に必要なパッケージを追加するコマンドについては、『WinPE:
Adding PowerShell support to Windows PE Technet Page』を参照してください。次に示す
PowerShell パッケージは参照用で、Windows や WinPE.wim のバージョンによって異な
ります。
\\ Sample PowerShell package files.
\\ The PowerShell packages and file names that you need to add to WinPE.wim vary depending
on the version of Windows and WinPE.wim.
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-WMI.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-NetFX.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
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Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-NetFX_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-Scripting.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-Scripting_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-PowerShell.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-PowerShell_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-StorageWMI.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-StorageWMI_en-us.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-DismCmdlets.cab"
Dism /Add-Package /Image:"C:\win2k16x64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation
Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-DismCmdlets_en-us.cab"

ステップ 8

マウント フォルダ内の \windows\system32 に移動します。startnet.cmd で、ベア メタル
エージェント の IP アドレスを更新します。
• ベア メタル エージェント の IP アドレス以外、startnet.cmd ファイル内の情報
（注）
は変更しないでください。
• ベア メタル エージェント IP アドレスをポイントするように、すべてのエントリ内
の IP アドレスを変更してください。
• すべてのドライブ文字参照（R: ドライブへの参照など）が startnet.cmd ファイ
ルと Windows 応答ファイルの両方で一致する必要があります。デフォルトでは、
ベア メタル エージェント のドライブ文字割り当ては R: に設定されています。

ステップ 9

WinPE をアンマウントして、変更をコミットし、ファイルを ベア メタル エージェント VM 内の
/opt/cnsaroot/Boot ディレクトリにコピーします。
DISM.exe /Unmount-Wim /Mountdir:c:\win2k16x64\mount /commit
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次の作業
（必要に応じて）ブート構成データ（BCD）ファイルをインストールしてセットアップします。

ブート構成データ ファイルのインストールとセットアップ
ブート構成データ（BCD）ファイルには、ブート構成パラメータが含まれています。このファイ
ルは、Windows でのオペレーティング システムの起動方法を制御し、PXE サーバから基本カーネ
ル（WinPE.wim）をロードするために使用されます。BCD ファイルを作成する必要はありませ
ん。ベア メタル エージェント が BCD ファイルに使用可能な既定のパスを付与します。
既定で、BCD ファイルは /Boot/WinPE.wim ファイルと boot.sdi ファイルを指します。これ
らのファイル名は大文字と小文字が区別されます。

（注）

ベア メタル エージェント 設定では標準名のセットを使用することをお勧めします。フォルダ
名は Boot にする必要があります。winpe ファイル名は WinPE.wim にする必要があります。
boot.sdi などの対応するファイル名を使用します。作成される BCD ファイルは大文字のはず
で、ファイル拡張子は付きません。ベア メタル エージェント は、/opt/cnsaroot/Boot に
BCD ファイルを配置します。このファイルに /opt/cnsaroot/Boot/WinPE.wim を指す既
定のパスが含まれています。パス名を変更しなければ、このファイルを任意のバージョンの
Windows OS で使用できます。
BCD ファイルを作成するために使用されるコマンド bcdedit.exe は、通常、Windows オペレーティ
ング システムのルート ディレクトリ（c:\windows\system32）で見つけることができます。

はじめる前に
カスタム WinPE を作成して、PXE サポート ファイルをコピーします。

手順
ステップ 1

bcdedit.exe コマンドを含むディレクトリに移動して、次のコマンド シーケンスを実行し、BCD
ファイルを作成します。
bcdedit.exe コマンドは、通常、Windows オペレーティング システムのルート ディレクトリ
（c:\windows\system32）で見つけることができます。

ステップ 2

bcdedit.exe /createstore BCD

ステップ 3

bcdedit.exe /store BCD /create {ramdiskoptions} /d "Ramdisk options"

ステップ 4

bcdedit.exe /store BCD /set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice boot

ステップ 5

bcdedit.exe /store BCD /set {ramdiskoptions} ramdisksdipath \Boot\boot.sdi

ステップ 6

bcdedit.exe /store BCD /create /d "My WinPE Boot Image"/application osloader
この時点で、GUID が表示されます。次のステップの {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7} を
システムの GUID に置き換えてください。
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ステップ 7

bcdedit.exe /store BCD /set {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}systemroot \Windows

ステップ 8

bcdedit.exe /store BCD /set {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}detecthal Yes

ステップ 9

bcdedit.exe /store BCD /set {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7} winpe Yes

ステップ 10

bcdedit.exe /store BCD /set {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}osdevice
ramdisk=[boot]\Boot\WinPE.wim,{ramdiskoptions}

ステップ 11

bcdedit.exe /store BCD /set {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}device
ramdisk=[boot]\Boot\WinPE.wim,{ramdiskoptions}

ステップ 12

bcdedit.exe /store BCD /create {bootmgr} /d "Windows 2016 BootManager"

ステップ 13

bcdedit.exe /store BCD /set {bootmgr} timeout 30

ステップ 14

bcdedit.exe /store BCD /displayorder {a20f8db8-7459-11e2-8ec3-00155d37efa7}

ステップ 15

次のコマンドを使用して、設定名が正しいことを確認します。 bcdedit.exe /store BCD /enum all

次の作業
Windows インストール ISO イメージをサーバ フォルダにコピーします。

Windows インストール ファイルのサーバ フォルダへのコピー
はじめる前に
以下を準備する必要があります。
• ベア メタル エージェント VM の opt/cnsaroot/Boot ディレクトリにカスタマイズされた
winPE.wim ファイルと PXE ブート ファイル
• ベア メタル エージェント VM の opt/cnsaroot/Boot ディレクトリに設定済みの BCD ファ
イル
• Windows インストール ファイル（ISO バージョン）

手順
ステップ 1

ダウンロードして検証済みの ISO を展開します。

ステップ 2

ダウンロードした ISO から ベア メタル エージェント VM 内の適切なディレクトリにフォルダと
ファイルをコピーします。
Windows OS バージョン

サーバ パス

Windows 2016

/samba/Win2k16x64

（注）

フォルダ パス、ファイル名、またはフォルダ名を変更しないでくださ
い。
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Windows インストール ファイルをコピー後の Win2k16x64 フォルダの内容のサンプルを以下に
示します。
boot
efi
sources
support
autorun.inf
bootmgr.efi
setup.exe

ステップ 3

/samba/notifications/notify.ps1 ファイルを開き、IP アドレスが ベア メタル エージェ
ント の PXE IP アドレスと一致することを確認します。

MEMDISK を使用した Windows の複数バージョンの同時
展開
現在、ベア メタル エージェント では Microsoft Windows PXE 起動プロセスが採用されており、こ
のプロセスでは、WinPE.wim が /tftproot/Boot フォルダに含まれていることが前提となります。こ
のプロセスにより、ベア メタル エージェント から複数の Windows バージョンを同時に展開する
ための 1 つの WinPE が維持されます。複数の WinPE ファイルを使用して Windows の複数バージョ
ンを同時に展開するには、BCD ファイルに基づいて各 WinPE.wim ファイルの名前を手動で変更
する必要があります。この制約に対処するには、MEMDISK を使用して ISO ファイルを起動しま
す。MEMDISK ファイルは、syslinux の一部として ベア メタル エージェント の /opt/cnsaroot フォ
ルダにあります。MEMDISK を使用する場合は、ISO ファイルを ベア メタル エージェント の
TFTP ルート ディレクトリ内の任意の位置に配置できます。

MEMDISK を使用するための要件
ベア メタル エージェント で MEMDISK を使用するには、ブート可能な WINPE ISO ファイルを作
成してから、MAC ファイル テンプレートを変更します。

Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、または 2016 のブート可能 WINPE ファイルの
作成
はじめる前に
展開する Windows Server バージョンと互換性がある Windows アセスメント & デプロイメント キッ
ト（Windows ADK）をインストールします。
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手順
ステップ 1

展開およびイメージング ツール環境を起動します。

ステップ 2

新しい WinPE 環境フォルダを作成します。
Copype.cmd amd64 C:\WinPE_amd64

「copype.cmd」コマンドは、「WinPE_amd64」フォルダとその 3 つのサブフォルダ（fwfiles、
media、および mount）を作成します。作成されるフォルダは、ADK のバージョンに基づいていま
す。
ステップ 3

/media/Boot フォルダから bootfix.bin を削除します。
bootfix.bin を削除すると、ハード ディスク ドライブでパーティションが検出された場合に ISO を
起動するためにキーを押す必要がなくなります。

ステップ 4

次の変更を加えてカスタマイズした WinPE.wim（/media/Sources フォルダ内）を作成します。
a) PowerShell パッケージを挿入します。
b) ドライバ（存在する場合）を挿入します。
c) Startnet.cmd を編集します。
PowerShell パッケージを挿入し、展開するバージョンの Windows Server に対応するように Starnet.cmd
を編集するには、次の項を参照してください。
• Windows 2008 R2 の WinPE.wim ファイルおよび PXE ブート ファイルのカスタマイズとコ
ピー, （50 ページ）
• Windows 2012 用のカスタム WinPE ファイルの作成と PXE サポート ファイルのコピー, （55
ページ）
• Windows 2012 R2 用のカスタム WinPE ファイルの作成と PXE サポート ファイルのコピー,
（57 ページ）

ステップ 5

ブート可能 WINPE ISO ファイルを作成するため、端末から次のコマンドを実行します。
Makewinpemedia.cmd /iso C:\WinPE_amd64 C:\WinPE_amd64.iso

MAC テンプレートの変更
ベア メタル エージェント で MEMDISK 起動プロセスをサポートするには、MAC ファイル テン
プレートを変更する必要があります。ベア メタル エージェント の /opt/cnsaroot/templates
フォルダには、Windows の 3 種類すべてのバージョンの設定ファイル テンプレートが含まれてい
ます。
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（注）

MAC テンプレート ファイルが静的であるため、Windows PXE 起動プロセスまたは MEMDISK
起動プロセスのいずれかを実装できます。両方を実装することはできません。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

ブート可能な WINPE.ISO ファイルの作成後に、BMA tftp ルート ディレ
クトリ内の /opt/cnsaroot の下に「windows」というフォルダを作成
します（フォルダ名は静的ではありません）。

ステップ 2

動作するブート可能 WINPE.ISO ファイルを windows フォルダにコピーし
ます。

ステップ 3

MEMDISK モジュールがロードされると、ISO イメージが（MAC ファイ
ルで INITRD として指定されている）メモリに追加されます。

ステップ 4

iso と raw という 2 つのパラメータを、APPEND を使用して MEMDISK
に渡します（これにより MEMDISK に対し、ISO イメージをロードし、
保護モードを直接開始するように指示します）。

目
的

例：

たとえば、MEMDISK を使用して Windows Server 2012 R2 を起動するに
は、Win2k12R2x64 フォルダにある pxe.cfg で次の変更を行います。
default 1
timeout 100
prompt 1
label 1
KERNEL memdisk
INITRD /windows/WinPE.iso
APPEND iso raw
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第

8

章

オーケストレーションワークフロータスク
による OS イメージのプロビジョニング
この章は、次の項で構成されています。
• PXE ブート用のオーケストレーション ワークフロー タスク, 74 ページ
• PXE ブート タスクを含むワークフローの前提条件, 75 ページ
• PXE ブート セットアップ タスクの実行, 75 ページ
• Windows OS エディションの決定, 77 ページ
• PXE ブート セットアップ タスクの入力, 78 ページ
• BMA 選択を使用した PXE ブート セットアップ タスクの入力, 82 ページ
• Windows PXE ブート セットアップ タスクの入力, 86 ページ
• PXE ブート セットアップ タスクと Windows PXE ブート セットアップ タスクからの出力,
89 ページ
• Cisco UCS Director での PXE ブート要求の作成, 90 ページ
• PXE リクエスト設定ファイルの表示, 95 ページ
• PXE ブートの状態, 95 ページ
• PXE ブート セットアップ モニタ タスク, 96 ページ
• PXE ブート セットアップ削除タスク, 96 ページ
• UCS モジュラ サーバでの RHEL 7 または CentOS 7 のインストール時のドライバの挿入, 97
ページ
• Windows Server オペレーティング システムの同時プロビジョニング, 98 ページ
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PXE ブート用のオーケストレーション ワークフロー タス
ク
PXE ブート用のオーケストレーション ワークフロー タスクを使用すれば、Cisco UCS Director Bare
Metal Agent の機能を使用する Cisco UCS Director 内部のワークフローを作成することができます。
いずれかの PXE ブート タスクをオーケストレーション ワークフローに含めると、そのタスクが
物理または仮想マシンに対する PXE インストール リクエストを受け取るために ベア メタル エー
ジェント 環境を準備します。
タスク内に必要な各入力の値は、次の方法のいずれかで指定できます。
• ワークフローを実行するユーザによるユーザ入力として
• ワークフロー内の 1 つ前のタスクからの出力を通して
• ワークフローを作成した Cisco UCS Director ユーザによって割り当てられた管理入力を通し
て
次のオーケストレーション ワークフロー タスクを使用することができます。
• PXE ブート セットアップ タスク
• BMA 選択を使用した PXE ブート セットアップ タスク
• Windows PXE ブート セットアップ タスク
• PXE ブート モニタ タスク
• PXE ブート セットアップ削除タスク

（注）

Windows Server オペレーティング システム用の PXE ブートをセットアップするには、Windows
専用に定義された PXE ブート セットアップ タスクを使用する必要があります。他のサポート
されているオペレーティング システム用の PXE ブートをセットアップするには、PXE ブート
セットアップ タスクまたは BMA 選択を使用した PXE ブート セットアップ タスクを使用しま
す。
Cisco UCS Director ワークフロー デザイナ タスク ライブラリの [ネットワーク サービス] 領域でこ
れらのワークフロー タスクにアクセスできます。
ほとんどの入力と出力は、PXE ブート セットアップ タスク、BMA 選択を使用した PXE ブート
セットアップ タスク、および Windows PXE ブート セットアップ タスクで同じです。ただし、次
の重要な例外があります。
• BMA 選択を使用した PXE ブート セットアップ タスクには、ターゲット ベア メタル エー
ジェント を選択するための入力フィールドがあります。
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• PXE ブート セットアップ タスクには、ターゲット ベア メタル エージェント を選択するた
めのオプションがありません。この従来のワークフロー タスクは、既定の ベア メタル エー
ジェント をターゲット ベア メタル エージェント として使用します。
• Windows PXE ブート セットアップ タスクには、ターゲット ベア メタル エージェント を選
択するための入力フィールドがあります。

ヒント

従来の PXE ブート セットアップ タスクでは、既定の ベア メタル エージェント は、最初に追
加された ベア メタル エージェント です。ただし、既定の ベア メタル エージェント は変更す
ることができます。既定の ベア メタル エージェント アカウントの変更, （27 ページ）を参
照してください。

PXE ブート タスクを含むワークフローの前提条件
1 つ以上の PXE ブート タスクを含むオーケストレーション ワークフローを作成する場合は、Cisco
UCS Director と Cisco UCS Director Bare Metal Agent 環境が次の前提条件を満たしている必要があ
ります。
• 該当する『Cisco UCS Director installation guide』の説明に従って、Cisco UCS Director がイン
ストールされ、ネットワーク インターフェイスが設定されている。
• Cisco UCS Director は、Web ブラウザ経由で到達可能で、ログインすることができる。
• Cisco UCS Director Bare Metal Agent は、Cisco UCS Director Bare Metal Agent のインストール,
（9 ページ） の説明に従ってインストールされています。
• 必要なネットワーク/VLAN がサーバ上のネイティブなまたは既定の VLAN として設定され
ている。たとえば、Cisco UCS サーバの場合は、サーバに関連付けられた vNIC テンプレート
を編集し、PXE ネットワーク/VLAN をネイティブ VLAN として選択します。この設定はオー
ケストレーション ワークフローを通して実行できます。
• ワークフローで使用する各 ベア メタル エージェント アカウントがセットアップされ、アク
ティブになっており、接続がテスト済みで、サービスが有効になっており開始されている。

PXE ブート セットアップ タスクの実行
次の PXE ブート セットアップ タスクをワークフロー内で使用することができます。
• PXE ブート セットアップ タスク
• BMA 選択を使用した PXE ブート セットアップ タスク
• Windows PXE ブート セットアップ タスク
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ワークフロー内でこれらのタスクのいずれかが実行されるたびに、Cisco UCS Director は、次の入
力に対する値を使用して、その特定の PXE 要求に関するコンフィギュレーション ファイルのセッ
トを作成します。
• ワークフロー内の以前のタスクからまたは実行時にユーザから受信された動的な値。
• ワークフローの作成時に入力された静的な値。
• 選択されたオペレーティング システムが ベア メタル エージェント に追加されたときに作成
されたテンプレート コンフィギュレーション ファイル（ks.cfg Kickstart ファイル）。これら
のファイルの詳細については、サンプル オペレーティング システム設定テンプレート ファ
イル, （103 ページ）を参照してください。
ワークフローが実行されると、ベア メタル エージェント と Cisco UCS Director が、タスクを通し
て収集された値を使用して、次の手順を実行し、指定されたサーバに対する PXE インストール要
求を準備します。
手順

操作

注記

1

/opt/cnsaroot/web/ks-repository/ Cisco UCS Director 内のポッド用の [PXE ブー
ディレクトリ内の PXE ID リクエストに対 ト要求] タブで、これらの PXE 要求と PXE
応する Cisco UCS Director Bare Metal Agent ID を確認できます。
VM 内に新しいディレクトリを作成しま
す。

2

この要求に固有の PXE インストール用の
/opt/cnsaroot/web/ks-repository/PXE_ID
ディレクトリに必要な独自のコンフィギュ
レーション ファイルを追加します。これ
には、ks.cfg、つまり、Kickstart コン
フィギュレーション ファイルが含まれま
す。オペレーティング システムによって
は、ESXi インストールに必要な
boot.cfg ファイルなどの他のコンフィ
ギュレーション ファイルがこのディレク
トリに追加される場合があります。

たとえば、PXE インストール用にカスタマイ
ズされた ks.cfg ファイルを作成するため
に、Cisco UCS Director は
/opt/cnsaroot/templates/Operating_System
ディレクトリからテンプレート ks.cfg ファ
イルを取得して、PXE ブート セットアップ
タスクで指定された変数に入力します。この
カスタマイズされた ks.cfg ファイルは
/opt/cnsaroot/web/ks-repository/PXE_ID
などの PXE ID に対応するディレクトリに保
存されます。

3

ベア メタル エージェント VM 内の
/opt/cnsaroot/pxelinux.cfg/ ディ
レクトリにサーバの MAC アドレスに対応
するファイルを作成します。

ワークフローを通して、サーバの MAC アド
レスに "01 -" を付加したファイル名が作成さ
れます。このファイルは、イメージ ファイ
ルの配置場所に関する情報で構成さ
れ、/opt/cnsaroot/templates/Operating_System/
ディレクトリ内の pxe.cfg ファイルを介し
て生成されます。
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（注）

ベア メタル エージェント が、サポートされているオペレーティング システム用の Windows
応答ファイルを自動的に作成します。同じ応答ファイルがローカル ブートと SAN ブートに使
用されます。Windows インストールはマルチパス SAN ブートをサポートしていませんが、単
一パスのワークフローを使用して SAN ブートを実現することができます。

Windows OS エディションの決定
正確な Windows OS エディションが、Windows Server イメージの PXE ブートが正常に動作するた
めに必要です。Windows PE（WinPE）で使用される文字列を正確に入力する必要があります。こ
の文字列は大文字と小文字が区別されます。Windows OS エディションは一貫した命名規則に従っ
ています。OS エディションの例を以下に示します。
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2012
2012
2012
2012
2012
2012

R2 SERVERSTANDARD
R2 SERVERSTANDARDCORE
R2 SERVERENTERPRISE
R2 SERVERENTERPRISECORE
R2 SERVERDATACENTER
R2 SERVERDATACENTERCORE
R2 SERVERWEB
R2 SERVERWEBCORE
SERVERSTANDARD
SERVERSTANDARDCORE
R2 SERVERSTANDARD
R2 SERVERSTANDARDCORE
R2 SERVERDATACENTER
R2 SERVERDATACENTERCORE

手順
ステップ 1

Windows OS イメージの抽出された ISO ファイルに移動します。

ステップ 2

Windows 2012 R2 イメージの場合は、C:\win2k12r2\sources\install.wim に移動し、
PowerShell コマンドレットを使用してエディションを検索します。
このコマンドレットの使用例を以下に示します。
PS C:\Windows\system32> Get-WindowsImage -ImagePath
C:\win2k12r2\sources\install.wim
Index
: 1
Name
: Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARDCORE
Description : Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARDCORE
Size
: 6,653,342,051 bytes
Index
: 2
Name
: Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD
Description : Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD
Size
: 11,807,528,410 bytes
Index
: 3
Name
: Windows Server 2012 R2 SERVERDATACENTERCORE
Description : Windows Server 2012 R2 SERVERDATACENTERCORE
Size
: 6,653,031,430 bytes
<etcetera>
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ステップ 3

Windows 2008 イメージの場合は、WAIK ツールがインストールされたコンピュータから DISM.EXE
構文を使用します。
この構文の使用例を以下に示します。
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\>dism
/get-wiminfo /wimfile:e:\\Win2k8r2x64\sources\install.wim
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385
Details for image : e:\Username_Windowsbits\Win2k8r2x64\sources\install.wim
Index : 1
Name : Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARD
Description : Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARD
Size : 10,510,503,883 bytes
Index : 2
Name : Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARDCORE
Description : Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARDCORE
Size : 3,563,695,852 bytes
<etcetera>

PXE ブート セットアップ タスクの入力
次の表に、PXE ブート セットアップ タスクの入力に関する説明を示します。これらの入力の 1 つ
以上の情報は 1 つ前のタスクまたは実行時のユーザから取得されるため、これらの入力に対する
値は動的で、ワークフローの実行ごとに変化する可能性があります。

（注）

従来の PXE ブート セットアップ タスクでは、既定の ベア メタル エージェント は、最初に追
加された ベア メタル エージェント です。ただし、既定の ベア メタル エージェント は変更す
ることができます。既定の ベア メタル エージェント アカウントの変更, （27 ページ）を参
照してください。

Cisco UCS Director Bare Metal Agent リリース 6.5 インストールおよびコンフィギュレーション ガイ
ド
78

オーケストレーション ワークフロー タスクによる OS イメージのプロビジョニング
PXE ブート セットアップ タスクの入力

表 2：PXE ブート セットアップ タスクの入力

入力

説明

[ネットワーク ブート マネージャ 使用するネットワーク ブート マネージャを選択します。次の
（Network Boot Manager）] ドロッ いずれかを実行します。
プダウンリスト
• [PXE]：PXE では TFTP プロトコルだけがサポートされ
ています。
• [iPXE-BIOS]：iPXE-BIOS ではデフォルトで HTTP プロト
コルがサポートされています。
• [iPXE-UEFI]：iPXE-UEFI ではデフォルトで TFTP プロト
コルがサポートされています。ただし、HTTP プロトコ
ルをサポートするように ipxe-uefi.cfg を変更できま
す。「ネットワーク ブート マネージャとしての UEFI の
設定」を参照してください。
デフォルトのオプションは [PXE] です。
[OSタイプ（OS Type）] ドロップ この PXE または iPXE ブート リクエストを使用してサーバに
ダウン リスト
インストールする OS イメージ。このドロップダウンリスト
には、作成され、PXE または iPXE インストールに使用可能
なすべての OS イメージが含まれています。
[サーバの MAC アドレス（Server PXE または iPXE インストールが必要なサーバの MAC アドレ
MAC Address）]
ス。通常、この入力は、UCS サービス プロファイル作成タス
クからの MAC アドレス出力に対応付けられます。
[IP 設定タイプ（IP Configuration
Type）] ドロップダウンリスト

設定タイプを選択します。次のいずれかを実行します。
• 静的
• DHCP

[サーバのIPアドレス（Server IP
Address）] フィールド

サーバに割り当てられる IP アドレス。この IP アドレスは、
PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに
付与される、サーバの最終 IP アドレスです。このフィールド
が表示されるのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration Type）]
ドロップダウンリストから [静的（Static）] オプションを選択
した場合だけです。
この IP アドレスは、ベア メタル エージェント 用に設定され
た PXE または iPXE ネットワークまたは管理ネットワーク以
外のネットワークまたはサブネット上に設定できます。
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入力

説明

[サーバのネットマスク（Server
Net Mask）] フィールド

PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに
割り当てられるサブネット マスク。このフィールドが表示さ
れるのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration Type）] ドロップ
ダウンリストから [静的（Static）] オプションを選択した場合
だけです。

[サーバ ホスト名（Server Host
Name）] フィールド

PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに
割り当てられるホスト名。

[サーバのゲートウェイ] フィール PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに
ド
割り当てられる既定のゲートウェイ IP アドレス。このフィー
ルドが表示されるのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration
Type）] ドロップダウンリストから [静的（Static）] オプショ
ンを選択した場合だけです。
[サーバ名サーバ（Server Name
Server）] フィールド

（任意）サーバで使用される DNS サーバ。このフィールドが
表示されるのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration Type）] ド
ロップダウンリストから [静的（Static）] オプションを選択し
た場合だけです。
DNS サーバが必要ない場合は、この入力を空白のままにしま
す。

[管理VLAN（Management
VLAN）] フィールド

（任意）PXE または iPXE インストール プロセスの完了後に
サーバ上の管理インターフェイスに割り当てられる VLAN
ID。
この設定は、VLAN タギングが仮想スイッチで広く利用され
ている ESX/ESXi 展開でよく使用されます。この設定では、
管理 vmkernel ポートにタギング用の VLAN ID が設定されま
す。

[ルートパスワード] フィールド

サーバ上の root ユーザに割り当てられるパスワード。

[タイムゾーン（Timezone）]
フィールド

サーバに設定するタイムゾーン。
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入力

説明

[追加のパラメータ（Additional
Parameters）] インターフェイス

PXE または iPXE ブート リクエストに対して追加で使用され
る単一行パラメータを追加、編集、削除するためのインター
フェイス。このインターフェイスを使用して複数のパラメー
タを追加できます。
追加のパラメータを追加するには、[+] をクリックします。表
示される [追加パラメータの追加（Add Additional Parameter）]
ボックスに、パラメータ名とパラメータの値を入力します。
パラメータ名またはその値を変更するには、[編集（Edit）] ボ
タンを使用します。パラメータを削除するには、[削除
（Delete）] ボタンを使用します。
たとえば、追加のパラメータを使用して、ks.cfg ファイル テ
ンプレートをカスタマイズし、パラメータの値を指定できま
す。これらのパラメータは、ks.cfg ファイル テンプレート内
の該当する値で更新されます。
たとえば、ks.cfg 内の既存のファイアウォール設定が次のとお
りだとします。
# Firewall configuration
firewall --disabled

次のように設定をカスタマイズできます。
# Firewall configuration
firewall —$FIREWALL_CONFIG

[追加のパラメータ（Additional Parameters）] インターフェイ
スで、パラメータ名として FIREWALL_CONFIG を指定し、値とし
て disabled を指定できます。パラメータの値をユーザ入力
${variable} にマップできます。このパラメータは、ks.cfg ファ
イル テンプレート内の該当する値で更新されます。
ベア メタル エージェント で使用される ks.cfg ファイル テン
プレートは
/opt/cnsaroot/templates/IMAGE_CATALOG_NAME/ks.cfg
にあります。たとえば、CentOS 6.0 の ks.cfg ファイルは
/opt/cnsaroot/templates/CentOS60/ks.cfg で使用で
きます。
（注）

テンプレート ファイルでドル記号（$）とバックス
ラッシュ（\）を使用するには、それらの文字の前
にバックスラッシュ（\）を挿入する必要がありま
す。
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BMA 選択を使用した PXE ブート セットアップ タスクの
入力
次の表に、BMA 選択を使用した PXE ブート セットアップ タスクの入力に関する説明を示しま
す。これらの入力の 1 つ以上の情報は 1 つ前のタスクまたは実行時のユーザから取得されるため、
これらの入力に対する値は動的で、ワークフローの実行ごとに変化する可能性があります。

（注）

BMA 選択を使用した PXE ブート セットアップ タスクは Windows OS をサポートしていない
ため、そのような OS に対する入力を受け付けません。

表 3：BMA 選択を使用した PXE ブート セットアップ タスクの入力

入力

説明

[ネットワーク ブート マネージャ 使用するネットワーク ブート マネージャを選択します。次の
（Network Boot Manager）] ドロッ いずれかを実行します。
プダウンリスト
• [PXE]：PXE では TFTP プロトコルだけがサポートされ
ています。
• [iPXE-BIOS]：iPXE-BIOS ではデフォルトで HTTP プロト
コルがサポートされています。
• [iPXE-UEFI]：iPXE-UEFI ではデフォルトで TFTP プロト
コルがサポートされています。ただし、HTTP プロトコ
ルをサポートするように ipxe-uefi.cfg を変更できま
す。「ネットワーク ブート マネージャとしての UEFI の
設定」を参照してください。
デフォルトのオプションは [PXE] です。
[ターゲット BMA（Target
BMA）] フィールド

Cisco UCS Director に追加され、使用可能な ベア メタル エー
ジェント アカウント。

[OSタイプ（OS Type）] ドロップ この PXE または iPXE ブート リクエストを使用してサーバに
ダウン リスト
インストールする OS イメージ。このドロップダウンリスト
には、作成され、PXE または iPXE インストールに使用可能
なすべての OS イメージが含まれています。
[サーバの MAC アドレス（Server PXE または iPXE インストールが必要なサーバの MAC アドレ
MAC Address）]
ス。通常、この入力は、UCS サービス プロファイル作成タス
クからの MAC アドレス出力に対応付けられます。
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入力

説明

[IP 設定タイプ（IP Configuration
Type）] ドロップダウンリスト

設定タイプを選択します。次のいずれかを実行します。
• 静的
• DHCP

[サーバアドレス（Server
Address）] フィールド

サーバに割り当てられる IP アドレス。この IP アドレスは、
PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに
付与される、サーバの最終 IP アドレスです。このフィールド
が表示されるのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration Type）]
ドロップダウンリストから [静的（Static）] オプションを選択
した場合だけです。
この IP アドレスは、ベア メタル エージェント 用に設定され
た PXE または iPXE ネットワークまたは管理ネットワーク以
外のネットワークまたはサブネット上に設定できます。

[サーバのネットマスク（Server
Net Mask）] フィールド

PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに
割り当てられるサブネット マスク。このフィールドが表示さ
れるのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration Type）] ドロップ
ダウンリストから [静的（Static）] オプションを選択した場合
だけです。

[サーバ ホスト名（Server Host
Name）] フィールド

PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに
割り当てられるホスト名。

[サーバのゲートウェイ（Server
Gateway）] フィールド

PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに
割り当てられる既定のゲートウェイ IP アドレス。このフィー
ルドが表示されるのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration
Type）] ドロップダウンリストから [静的（Static）] オプショ
ンを選択した場合だけです。

[サーバ名サーバ（Server Name
Server）] フィールド

（任意）サーバで使用される DNS サーバ。このフィールドが
表示されるのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration Type）] ド
ロップダウンリストから [静的（Static）] オプションを選択し
た場合だけです。
DNS サーバが必要ない場合は、この入力を空白のままにしま
す。
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入力

説明

[管理VLAN（Management
VLAN）] フィールド

（任意）PXE または iPXE インストール プロセスの完了後に
サーバ上の管理インターフェイスに割り当てられる VLAN
ID。
この設定は、VLAN タギングが仮想スイッチで広く利用され
ている ESX/ESXi 展開でよく使用されます。この設定では、
管理 vmkernel ポートにタギング用の VLAN ID が設定されま
す。

[ルートパスワード（Root
Password）] フィールド

サーバ上の root ユーザに割り当てられるパスワード。

[タイムゾーン（Timezone）]
フィールド

サーバに設定するタイムゾーン。

Cisco UCS Director Bare Metal Agent リリース 6.5 インストールおよびコンフィギュレーション ガイ
ド
84

オーケストレーション ワークフロー タスクによる OS イメージのプロビジョニング
BMA 選択を使用した PXE ブート セットアップ タスクの入力

入力

説明

[追加のパラメータ（Additional
Parameters）] インターフェイス

PXE または iPXE ブート リクエストに対して追加で使用され
る単一行パラメータを追加、編集、削除するためのインター
フェイス。このインターフェイスを使用して複数のパラメー
タを追加できます。
追加のパラメータを追加するには、[+] をクリックします。表
示される [追加パラメータの追加（Add Additional Parameter）]
ボックスに、パラメータ名とパラメータの値を入力します。
パラメータ名またはその値を変更するには、[編集（Edit）] ボ
タンを使用します。パラメータを削除するには、[削除
（Delete）] ボタンを使用します。
たとえば、追加のパラメータを使用して、ks.cfg ファイル テ
ンプレートをカスタマイズし、パラメータの値を指定できま
す。これらのパラメータは、ks.cfg ファイル テンプレート内
の該当する値で更新されます。
たとえば、ks.cfg 内の既存のファイアウォール設定が次のとお
りだとします。
# Firewall configuration
firewall --disabled

次のように設定をカスタマイズできます。
# Firewall configuration
firewall —$FIREWALL_CONFIG

[追加のパラメータ（Additional Parameters）] インターフェイ
スで、パラメータ名として FIREWALL_CONFIG を指定し、値とし
て disabled を指定できます。パラメータの値をユーザ入力
${variable} にマップできます。このパラメータは、ks.cfg ファ
イル テンプレート内の該当する値で更新されます。
ベア メタル エージェント で使用される ks.cfg ファイル テン
プレートは
/opt/cnsaroot/templates/IMAGE_CATALOG_NAME/ks.cfg
にあります。たとえば、CentOS 6.0 の ks.cfg ファイルは
/opt/cnsaroot/templates/CentOS60/ks.cfg で使用で
きます。
（注）

テンプレート ファイルでドル記号（$）とバックス
ラッシュ（\）を使用するには、それらの文字の前
にバックスラッシュ（\）を挿入する必要がありま
す。
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Windows PXE ブート セットアップ タスクの入力
次の表に、Windows PXE ブート セットアップ タスクの入力に関する説明を示します。これらの
入力の 1 つ以上の情報は 1 つ前のタスクまたは実行時のユーザから取得されるため、これらの入
力に対する値は動的で、ワークフローの実行ごとに変化する可能性があります。

（注）

ベア メタル エージェント が、サポートされている Windows オペレーティング システム用の
Windows 応答ファイルを自動的に作成します。ローカル ブートと SAN ブートに対して同じ応
答ファイルを使用できます。Windows インストールはマルチパス SAN ブートをサポートして
いませんが、単一パスのワークフローを使用して SAN ブートを実現することができます。

表 4：Windows PXE ブート セットアップ タスクの入力

入力

説明

[ネットワーク
ブート マネー
ジャ（Network
Boot Manager）]
ドロップダウン
リスト

使用するネットワーク ブート マネージャを選択します。次のいずれかを実行
します。
• [PXE]：PXE では TFTP プロトコルだけがサポートされています。
• [iPXE-BIOS]：iPXE-BIOS ではデフォルトで HTTP プロトコルがサポート
されています。
• [iPXE-UEFI]：iPXE-UEFI ではデフォルトで TFTP プロトコルがサポート
されています。ただし、HTTP プロトコルをサポートするように
ipxe-uefi.cfg を変更できます。「ネットワーク ブート マネージャと
しての UEFI の設定」を参照してください。
デフォルトのオプションは [PXE] です。

[ターゲット
BMA（Target
BMA）] フィー
ルド

Cisco UCS Director に追加され、使用可能な ベア メタル エージェント アカウ
ント。

[OSタイプ（OS この PXE ブート要求を使用してサーバにインストールする OS イメージ。こ
Type）] ドロップ のドロップダウンリストには、ベア メタル エージェント で作成され、PXE
ダウン リスト
インストールに使用可能なすべての OS イメージが含まれています。
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入力

説明

[Windows Server
2016 で Hyper-V
権限を有効にす
る（Enable
Hyper-V role for
Windows Server
2016）] チェック
ボックス

Windows Server 2016 で Hyper-V 権限を有効にするには、このチェックボック
スをオンにします。このフィールドが表示されるのは、[OSタイプ（OSType）]
ドロップダウンリストから [Windows 2016(x64)] オプションを選択した場合だ
けです。
（注）

Windows 2012 または Windows 2012 R2 で Hyper-V を有効にするに
は、BMA（<servicing> ノードの <package> の下）で使用可能な応
答ファイルに <selection name="Microsoft-Hyper-V" state="true" /> を
追加する必要があります。Windows 2012 R2 の応答ファイルは
/opt/cnsaroot/templates/Win2k12R2x64/autounatted.xml
に、Windows 2012 の応答ファイルは
/opt/cnsaroot/templates/Win2k12x64/autounattend.xml
にあります。

[サーバの MAC PXE インストールが必要なサーバの MAC アドレス。通常、この入力は、UCS
アドレス（Server サービス プロファイル作成タスクからの MAC アドレス出力に対応付けられ
MAC Address）] ます。
[OS フレーバ名
（OS Flavor
Name）] フィー
ルド

Windows OS のエディション名は Windows Server イメージの PXE ブートが正
常に動作するために必要です。Windows PE（WinPE）で使用される文字列を
正確に入力する必要があります。この文字列は大文字と小文字が区別されま
す。たとえば、SERVERSTANDARD または SERVERENTERPRISE などと入力
します。詳細については、Windows OS エディションの決定, （77 ページ）を
参照してください。
この値は Windows 応答ファイルで使用されます。イメージ インストール プ
ロセスでエディションの正確な名前が必要になります。OS エディションは
Windows OS イメージのタイプごとに異なります。

[組織名
（Organization
Name）] フィー
ルド

OS プロダクト キーに関連付けられた組織の名前。
この値は Windows 応答ファイルで使用されます。社内の部署名または会社名
にすることができます。

[プロダクト キー OS のプロダクト キー（ライセンス キーまたはソフトウェア キーと呼ばれる
（Product Key）] こともあります）。
フィールド
[ホスト名（Host PXE インストール プロセスの完了後にサーバに割り当てられるホスト名。名
Name）] フィー 前が NetBIOS 名の制限に準拠していることを確認してください。
ルド
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入力

説明

[管理者パスワー サーバ上の管理ユーザに割り当てられるパスワード。
ド（Administrator
Password）]
フィールド
[パスワードの確 サーバ上の管理ユーザに割り当てられるパスワード。
認（Confirm
Password）]
フィールド
[IP 設定タイプ
設定タイプを選択します。次のいずれかを実行します。
（IP Configuration
• 静的
Type）] ドロップ
• DHCP
ダウンリスト
[サーバアドレス サーバに割り当てられる IP アドレス。このフィールドが表示されるのは、[IP
（Server
設定タイプ（IP Configuration Type）] ドロップダウンリストから [静的（Static）]
Address）]
オプションを選択した場合だけです。
フィールド
[サーバのネット
マスク（Server
Net Mask）]
フィールド

PXE インストール プロセスの完了後にサーバに割り当てられるサブネット マ
スク。このフィールドが表示されるのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration
Type）] ドロップダウンリストから [静的（Static）] オプションを選択した場
合だけです。

[サーバのゲート PXE インストール プロセスの完了後にサーバに割り当てられる既定のゲート
ウェイ] フィール ウェイ IP アドレス。このフィールドが表示されるのは、[IP 設定タイプ（IP
ド
Configuration Type）] ドロップダウンリストから [静的（Static）] オプション
を選択した場合だけです。
[サーバ名サーバ サーバで使用される DNS サーバ。このフィールドが表示されるのは、[IP 設
（Server Name
定タイプ（IP Configuration Type）] ドロップダウンリストから [静的（Static）]
Server）] フィー オプションを選択した場合だけです。
ルド
[タイムゾーン
（Timezone）]
フィールド

サーバに設定するタイムゾーン。
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入力

説明

[ディスク パー
OS 用に指定されたパーティションのサイズ（GB）。
ティション サイ
ズ（GB）（Disk
Partition Size
(GB)）] フィール
ド
[追加のパラメー
タ（Additional
Parameters）]
フィールド

PXE ブート要求に対して追加で使用される単一行パラメータを追加、編集、
削除するためのインターフェイス。このインターフェイスを使用して複数の
パラメータを追加できます。
パラメータを追加するには、[+] をクリックします。表示される [追加パラメー
タの追加（Add Additional Parameter）] ボックスに、パラメータ名とパラメー
タの値を入力します。パラメータ名またはその値を変更するには、[編集
（Edit）] ボタンを使用します。パラメータを削除するには、[削除（Delete）]
ボタンを使用します。
たとえば、パラメータを使用して、Windows 応答ファイルの最小要件を指定
することができます。環境の要件を満たすように応答ファイルを強化するパ
ラメータとその値を定義できます。これらのパラメータは、応答ファイル テ
ンプレート内の該当する値で更新されます。
ベア メタル エージェント で使用される応答ファイル テンプレートは、次の
場所から入手できます。
• Windows 2012 R2
x64：/opt/cnsaroot/templates/Win2k12R2x64/autounattend.xml
• Windows 2012
x64：/opt/cnsaroot/templates/Win2k12x64/autounattend.xml
• Windows 2008 R2
x64：/opt/cnsaroot/templates/Win2k8R2x64/autounattend.xml
（注）

テンプレート ファイルでドル記号（$）とバックスラッシュ（\）を
使用するには、それらの文字の前にバックスラッシュ（\）を挿入す
る必要があります。

PXE ブート セットアップ タスクと Windows PXE ブート
セットアップ タスクからの出力
次の表に、PXE ブート セットアップ タスクと Windows PXE ブート セットアップ タスクの両方か
らの出力に関する説明を示します。
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表 5：PXE ブート セットアップ タスクと Windows PXE ブート セットアップ タスクの出力

入力

説明

OUTPUT_PXE_BOOT_ID

ワークフロータスクを通してセットアップされたPXEブー
ト要求の ID。

Cisco UCS Director での PXE ブート要求の作成
はじめる前に
ベア メタル エージェント で PXE ブートに使用する OS イメージ テンプレートを作成します。

手順
ステップ 1

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 3

PXE ブート リクエストを設定する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 4

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [詳細の表示（View Details）]
をクリックします。

ステップ 5

[PXE ブート リクエスト（PXE Boot Requests）] をクリックします。
（注）
また、PXE ブート リクエストを作成することもできます。このためには、[物理
（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] を選択し、左側のペインで PXE ブー
ト リクエストを設定するポッドに移動します。

ステップ 6

[PXE 要求の追加（Add PXE Request）] をクリックします。

ステップ 7

[PXE ブート リクエストの追加（Add PXE Boot Request）] 画面で、次のフィールドに値を入力し
ます。
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名前

説明

[ネットワーク ブート マネー 使用するネットワーク ブート マネージャを選択します。次のいず
ジャ（Network Boot
れかを実行します。
Manager）] ドロップダウン
• [PXE]：PXE では TFTP プロトコルだけがサポートされていま
リスト
す。
• [iPXE-BIOS]：iPXE-BIOS ではデフォルトで HTTP プロトコル
がサポートされています。
• [iPXE-UEFI]：iPXE-UEFI ではデフォルトで TFTP プロトコル
がサポートされています。ただし、HTTP プロトコルをサポー
トするように ipxe-uefi.cfg を変更できます。「ネット
ワーク ブート マネージャとしての UEFI の設定」を参照して
ください。
デフォルトのオプションは [PXE] です。
[サーバのMACアドレス
（Server MAC Address）]
フィールド

PXE または iPXE インストールが必要なサーバの MAC アドレス。

[ホスト名（Host Name）]
フィールド

PXE または iPXE インストール プロセスの完了後に、サーバに割
り当てられるホスト名。

[ルートパスワード（Root
Password）] フィールド

サーバ上の root ユーザに割り当てられるパスワード。確認のため
に、このパスワードを次のフィールドに再入力する必要がありま
す。
（注）

[Windows 用の PXE 要求
（PXE Request for
Windows）] チェックボック
ス

このパスワードのセキュリティ維持については、組織の
ガイドラインに従ってください。

PXE ブート要求が Windows OS 用の場合に、このチェックボック
スをオンにします。
このチェックボックスをオンにすると、Windows 固有のフィール
ドがこのダイアログボックスに表示されます。

[IP 設定タイプ（IP
設定タイプを選択します。次のいずれかを実行します。
Configuration Type）] ドロッ
• 静的
プダウンリスト
• DHCP
[サーバアドレス（Server
Address）] フィールド

サーバに割り当てられる IP アドレス。このフィールドが表示され
るのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration Type）] ドロップダウン
リストから [静的（Static）] オプションを選択した場合だけです。
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名前

説明

[サーバのネットマスク
PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに割り
（Server Net Mask）] フィー 当てられるサブネットマスク。このフィールドが表示されるのは、
ルド
[IP 設定タイプ（IP Configuration Type）] ドロップダウンリストか
ら [静的（Static）] オプションを選択した場合だけです。
[サーバのゲートウェイ]
フィールド

PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに割り
当てられる既定のゲートウェイ IP アドレス。このフィールドが表
示されるのは、[IP 設定タイプ（IP Configuration Type）] ドロップ
ダウンリストから [静的（Static）] オプションを選択した場合だけ
です。

[サーバ名サーバ（Server
Name Server）] フィールド

サーバで使用される DNS サーバ。このフィールドが表示されるの
は、[IP 設定タイプ（IP Configuration Type）] ドロップダウンリス
トから [静的（Static）] オプションを選択した場合だけです。

[OSタイプ（OS Type）] ド
ロップダウン リスト

この PXE または iPXE ブート リクエストを使用してサーバにイン
ストールする OS イメージを選択します。このドロップダウンリス
トには、作成済みで、かつ PXE または iPXE インストールに使用
可能なすべての OS イメージ テンプレートが含まれます。
このドロップダウン リストは、[Windows 用の PXE 要求（PXE
Request for Windows）] チェックボックスがオンになっているかど
うかによって、ダイアログボックス内の表示位置が異なります。

[管理VLAN（Management
VLAN）] フィールド

（任意）PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサー
バ上の管理インターフェイスに割り当てられる VLAN ID。
この設定は、VLAN タギングが仮想スイッチに実装されている
ESX/ESXi 展開で使用されます。この設定では、管理 vmkernel ポー
トにタギング用の VLAN ID が設定されます。

[OS フレーバ名（OS Flavor
Name）] フィールド

（Windows OS の場合にだけ必須）Windows OS エディション名は
Windows Server イメージの PXE または iPXE ブートが正常に動作
するために必要です。Windows PE（WinPE）で使用される文字列
を正確に入力する必要があります。この文字列は大文字と小文字
が区別されます。たとえば、SERVERSTANDARD または
SERVERENTERPRISEなどと入力します。詳細については、Windows
OS エディションの決定, （77 ページ）を参照してください。
この値は Windows 応答ファイルで使用されます。イメージ インス
トール プロセスでエディションの正確な名前が必要になります。
OS エディション名は Windows OS イメージのタイプごとに異なり
ます。
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名前

説明

[組織名（Organization
Name）] フィールド

（Windows OS の場合にだけ必須）OS プロダクト キーに関連付け
られた組織の名前。
この値は Windows 応答ファイルで使用されます。社内の部署名ま
たは会社名にすることができます。

[プロダクト キー（Product
Key）] フィールド

（Windows OS の場合にだけ必須）OS のプロダクト キー（ライセ
ンス キーまたはソフトウェア キーと呼ばれることもあります）。

[タイムゾーン（Timezone）] サーバに設定するタイムゾーンを選択します。
ドロップダウン リスト
[ディスク パーティション （Windows OS の場合にだけ必須）OS 用に指定されたパーティショ
サイズ（GB）（Disk
ンのサイズ（GB）。
Partition Size (GB)）] フィー
ルド
[追加のパラメータ
PXE または iPXE ブート リクエストに対して追加で使用される単
（Additional Parameters）] イ 一行パラメータを追加、編集、削除するためのインターフェイス。
ンターフェイス
このインターフェイスを使用して複数のパラメータを追加できま
す。
パラメータを追加するには、[+] をクリックします。表示される [追
加パラメータの追加（Add Additional Parameter）] ボックスに、パ
ラメータ名とパラメータの値を入力します。パラメータ名または
その値を変更するには、[編集（Edit）] ボタンを使用します。パラ
メータを削除するには、[削除（Delete）] ボタンを使用します。
たとえば、Windows OS の場合、パラメータを使用して、Windows
応答ファイルの最小要件を指定することができます。環境の要件
を満たすように応答ファイルを強化するパラメータとその値を定
義できます。これらのパラメータは、応答ファイル テンプレート
内の該当する値で更新されます。
ベア メタル エージェント で使用される応答ファイル テンプレー
トは、次の場所から入手できます。
• Windows 2012 R2
x64：/opt/cnsaroot/templates/Win2k12R2x64/autounattend.xml
• Windows 2012
x64：/opt/cnsaroot/templates/Win2k12x64/autounattend.xml
• Windows 2008 R2
x64：/opt/cnsaroot/templates/Win2k8R2x64/autounattend.xml
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名前

説明

[サーバのIPアドレス（Server サーバに割り当てられるスタティック IP アドレス。この IP アドレ
IP Address）] フィールド
スは、PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバ
に付与される、サーバの最終 IP アドレスです。
この IP アドレスは、ベア メタル エージェント 用に設定された PXE
ネットワークまたは管理ネットワーク以外のネットワークまたは
サブネット上に設定できます。
[ネットワークマスク
PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに割り
（Network Mask）] フィール 当てられるサブネット マスク。
ド
[ゲートウェイ（Gateway）] PXE または iPXE インストール プロセスの完了後にサーバに割り
フィールド
当てられる既定のゲートウェイ IP アドレス。
[サーバ名サーバ（Server
Name Server）] フィールド

サーバで使用される DNS サーバ。
DNS サーバが必要ない場合は、このフィールドを空白のままにし
ます。

[ターゲット BMA（Target
この PXE または iPXE ブート リクエストに使用する ベア メタル
BMA）] ドロップダウン リ エージェント を選択します。ベア メタル エージェントによって、
スト
PXE または iPXE ブート リクエストに使用可能な OS イメージが決
定されます。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。

新しい PXE ブート リクエストに関する情報が、このリクエストに割り当てられた ID を表示する
PXE Boot Request に新しい行として表示されます。情報には、この要求の現在のステータス が含
まれています。

次の作業
PXE または iPXE ブート リクエストが送信済みの状態になったら、Cisco UCS Director 設定ファイ
ルを作成するように PXE 環境または iPXE 環境をセットアップする必要があります。ステータス
が送信済みの状態の PXE または iPXE ブート リクエストは、選択して [PXE 環境の設定（Setup
PXE Environment）] をクリックすることでアクティブにできます。
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PXE リクエスト設定ファイルの表示
手順
ステップ 1

[物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] を選択します。

ステップ 2

[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] を選択します。

ステップ 3

[物理アカウント（Physical Accounts）] ページで [Bare Metal Agent（Bare Metal Agents）] をクリッ
クします。

ステップ 4

PXE ブート リクエストを設定する ベア メタル エージェント アカウントの行をクリックします。

ステップ 5

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [詳細の表示（View Details）]
をクリックします。

ステップ 6

[PXE ブート リクエスト（PXE Boot Requests）] をクリックします。
（注）
また、PXE ブート リクエストを作成することもできます。このためには、[物理
（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] を選択し、左側のペインで PXE ブー
ト リクエストを設定するポッドに移動します。

ステップ 7

設定ファイルの詳細を表示する PXE ブート リクエストの行をクリックします。

ステップ 8

[その他のアクション（More Actions）] ドロップダウンリストから [設定ファイルの表示（View
Configuration Files）] をクリックします。

ステップ 9

[ファイルの選択（Select the file）] ドロップダウンリストから、設定ファイルのタイプを選択しま
す。
[設定ファイルの表示（View configuration files）] ウィンドウに、PXE リクエスト用に選択したファ
イルの設定の詳細が表示されます。

PXE ブートの状態
次に、Cisco UCS Director での PXE ブート リクエストの PXE ブートの状態を示します。
• [送信済み（Submitted）]：PXE ブート リクエストは、Cisco UCS Director に送信されていま
す。
• [環境のセットアップ（Environment Setup）]：送信済みの PXE ブート リクエストは ベア メ
タル エージェント に送信済みであり、ベア メタル エージェント では PXE ブートの実行が
必要な環境の準備が整っています。
• [進行中（In Progress）]：ベア メタル サーバが ベア メタル エージェント と通信し、PXE 設
定ファイルとイメージ ファイルがダウンロードされます。
• [準備完了（Ready）]：PXE ブート プロセスが完了しました。サーバが新たにインストール
したオペレーティング システムで起動されており、ベア メタル エージェント が準備が整っ
ているサーバから成功通知を受け取っています。
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• [失敗（Failed）]：PXE ブート プロセスが起動していますが、ベア メタル エージェント は定
義された待機時間が終了してもサーバからの成功通知を受け取っていません。
• [アーカイブ済み（Archived）]：PXE リクエスト タスクがロールバックに含められたか、削
除されました。

PXE ブート セットアップ モニタ タスク
オーケストレーション ワークフローに組み込まれている場合、PXE ブート モニタ タスクは、次
の時点まで特定の PXE ID 要求をモニタします。
• PXE ブートの準備ができるまで。
• PXE ブートの準備ができる前に指定された最大時間に到達するまで。

PXE ブート モニタ タスクの入力
次の表に、PXE ブート モニタ タスクの入力に関する説明を示します。
表 6：PXE ブート モニタ タスクの入力

入力

説明

PXE ブート ID

ワークフローを通してモニタする PXE ブート要求の ID。

最大待機時間（時間）

タスクで PXE ブート要求の準備ができるまで待機する最大時間（時
間）。

PXE ブート モニタ タスクからの出力
PXE ブート モニタ タスクには出力がありません。

PXE ブート セットアップ削除タスク
オーケストレーション ワークフローに含まれている PXE ブート セットアップ削除タスクは、特
定の PXE ID 要求用の PXE ブート セットアップ タスクによって作成したディレクトリとファイル
を削除します。

PXE ブート セットアップ削除タスクの入力
次の表に、PXE ブート セットアップ削除タスクの入力に関する説明を示します。
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表 7：PXE ブート セットアップ削除タスクの入力

入力

説明

PXE ブート ID

セットアップ ディレクトリおよびファイルを削除する PXE ブー
ト要求の ID。

PXE ブート セットアップ削除タスクからの出力
PXE ブート セットアップ削除タスクには出力がありません。

UCS モジュラ サーバでの RHEL 7 または CentOS 7 のインス
トール時のドライバの挿入
UCS サーバで RHEL 7 または CentOS 7 をインストールする際に、PXE.cfg ファイルからドライバ
を手動で挿入します。PXE.cfg ファイルは次の場所にありま
す。/opt/cnsaroot/templates/(RHEL 7/CentOS 7 OS Catalog name)
デフォルトの PXE.cfg ファイルには、次の行が含まれています。
append initrd=images/(RHEL 7/CentOS 7 OS Catalog name)/isolinux/initrd.img ramdisk_size=9216
noapic acpi=off ip=dhcp ks=$PXE_KS_URL
ksdevice= inst.repo=http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/(RHEL 7/CentOS 7 OS Catalog name)
net.ifnames=0 biosdevname=0

（注）

ここで、「RHEL 7/CentOS 7 OS Catalog name」は、ベア メタル エージェント での RHEL 7 ま
たは CentOS 7 の OS イメージ テンプレート作成中に、ISO エクストラクタ スクリプトによっ
て作成される OS イメージの名前になります。
ドライバを挿入するには、次に示すように行を更新することによって、PXE.cfg ファイルのドライ
バの場所を更新します。
append initrd=images/(RHEL 7/CentOS 7 OS Catalog name)/isolinux/initrd.img ramdisk_size=9216
noapic acpi=off ip=dhcp ks=$PXE_KS_URL
ksdevice= inst.repo=http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/(RHEL 7/CentOS 7 OS Catalog name)
inst.dd=http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/
(RHEL 7/CentOS 7 OS Catalog name )/(name of the driver disk) net.ifnames=0 biosdevname=0

ドライバ ディスクは、ISO イメージ形式である必要があり、次の場所に配置しま
す。/opt/cnsa/images/(RHEL 7/CentOS 7 OS Catalog name)/
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（注）

• シスコの Web サイトにある UCS サーバのダウンロード ページからドライバ ISO イメー
ジをダウンロードします。
• パラメータ inst.dd は、PXE インストール時に、ドライバ イメージをロードするのに役立
ちます。

Windows Server オペレーティング システムの同時プロビ
ジョニング
ベア メタル エージェント を使用すると、複数のベア メタル サーバで並列ワークフローを実行し
たり、Windows サーバ イメージを同時に展開したりできます。
同時展開の前提条件
Windows サーバ オペレーティング システム イメージの同時展開を実行できるようにするには、
次のトピックで説明するオペレーティング システムのバージョンに必要な、該当する設定を実行
する必要があります。これには、以下が含まれます。
• WinPE.wim への PowerShell パッケージの追加
• IP アドレスや環境に必要なその他の情報を使用した startnet.cmd の更新
ベア メタル ワークフロー
Windows サーバ オペレーティング システムの同時展開をサポートするように、既存のベア メタ
ル プロビジョニング ワークフローに変更を加える必要はありません。
ワーク フロー内の PXE ブート タスクでプロビジョニングが可能なのは、Windows オペレーティ
ング システムが搭載された 1 台のサーバだけです。1 つの PXE ブート タスクで複数のサーバをプ
ロビジョニングすることはできませんが、PXE ブート タスクを同時に複数か実行することができ
ます。
同時展開の最大数
同時展開の最大数は、TFTP ネットワークおよび PXE ネットワークの帯域幅に依存します。
ベア メタル エージェント 最小サポート レベル
Windows サーバ オペレーティング システムの同時展開には、ベア メタル エージェント リリース
5.4 以降が必要です。これは以前のリリースの ベア メタル エージェント ではサポートされていま
せん。
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同時展開で使用されるファイルおよびフォルダ
Windows オペレーティング システムの同時展開時に次のファイルとフォルダが使用されます。
PXElinux.cfg ファイル
PXElinux.cfg ファイルには、サーバそれぞれの MAC アドレスが含まれています。このファイ
ルは、WinPE.wim ファイルをポイントしています。
Samba フォルダ
/samba フォルダには、次の項目ごとのフォルダが含まれています。スクリプトおよびフォルダ
に関する追加情報を次に示します。
• ベア メタル サーバに展開される Windows イメージ
• EnRoute.ps1 スクリプト
• as-repository フォルダ
AS-Repository フォルダ
/samba/as-repository フォルダには、Windows オペレーティング展開先のサーバそれぞれの
MAC アドレスのフォルダが含まれています。PXE のブート タスクによって、該当する MAC アド
レスのフォルダ内のサーバごとに個別の Windows 応答ファイルが作成され、保存されます。最初
の PXE ブートのワークフローが実行されるまで、このフォルダが作成されない場合があります。
EnRoute.ps1 スクリプト
EnRoute.ps1 スクリプトは、as-repository フォルダ内のどの Windows 応答ファイルがプロ
ビジョニングされるサーバに属しているかを特定します。このスクリプトは、必要に応じてカス
タマイズできます。ただし、ベア メタル エージェント を Cisco UCS Director に追加すると、
as-repository フォルダ内のスクリプトが、カスタマイズされていないデフォルトのスクリプ
トに戻ります。
Windows 応答ファイル
Windows 応答ファイルには、Windows オペレーティング システムの展開時に使用される設定と値
が含まれています。通常、この応答ファイルは unattend.xml という名前です。同時展開時に Windows
応答ファイルが各 MAC アドレス フォルダに個別に作成され、Windows オペレーティング システ
ムの設定時に使用するようにサーバへ送信されます。
インストールが正常に完了すると、応答ファイルの名前が「Completed」を含むように変更されま
す。
詳細については、Microsoft TechNet の Understanding Answer Files の記事を参照してください。
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例：Windows サーバ オペレーティング システムの同時展開
次の例は、Windows オペレーティング システムを搭載したベア メタル サーバをプロビジョニン
グするように設計されたワークフローで、2 つのワークフローを同時に実行したときに ベア メタ
ルエージェントがどのようなアクションを実行するかを示しています。下の図に、ワークフロー
内で PEX タスクを実行したときにサーバ 1 およびサーバ 2 がどのようにプロビジョニングされる
かを示します。
図 3：サーバ 1 のプロビジョニング

サーバ 1 をプロビジョニングするワークフローで PXE ブート タスクを実行する場合は、上の図に
示した手順が発生します。
手順

操作

1

サーバ 1が起動します。WinPE.wim ファイルは、PowerShell パッケージと
Startnet.cmd とともにサーバにコピーされます。
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手順

操作

2

Startnet.cmd は、ベア メタル エージェント VM の /samba フォルダから
EnRoute.ps1 スクリプトを呼び出します。
/samba/as-repository/ にサーバ 1 の MAC アドレスを名前として使用してフォ
ルダ（例：/samba/as-repository/MAC 1）が作成され、Windows 応答ファイ
ルがそのフォルダに配置されます。

3

EnRoute.ps1 スクリプトは、サーバ 1 の MAC アドレスを /samba/as-repository
フォルダで使用可能な MAC アドレスのフォルダと比較
し、/samba/as-repository/MAC 1 フォルダ内でサーバ 1 の Windows 応答ファ
イルを検索します。

4

Windows 応答ファイルを使用して、適切な Windowsオペレーティング システム
（Windows のインストール ファイルとして表示）がサーバ 1 にインストールされま
す。
インストールが正常に完了すると、応答ファイルの名前が「Completed」を含むよう
に変更されます。

図 4：サーバ 2 のプロビジョニング
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サーバ 1 のプロビジョニングと同時に、サーバ 2 をプロビジョニングするワークフローで PXE
ブート タスクを実行する場合は、上の図に示した手順が発生します。
手順

操作

5

サーバ 2が起動します。WinPE.wim ファイルは、PowerShell パッケージと
Startnet.cmd とともにサーバにコピーされます。
Startnet.cmd は、ベア メタル エージェント VM の /samba フォルダから
EnRoute.ps1 スクリプトを呼び出します。
/samba/as-repository/ にサーバ 2 の MAC アドレスを名前として使用してフォ
ルダ（例：/samba/as-repository/MAC 2）が作成され、Windows 応答ファイ
ルがそのフォルダに配置されます。

[6]

EnRoute.ps1 スクリプトは、サーバ 2 の MAC アドレスを /samba/as-repository
フォルダで使用可能な MAC アドレスのフォルダと比較
し、/samba/as-repository/MAC 2 フォルダ内でサーバ 2 の Windows 応答ファ
イルを検索します。

7

Windows 応答ファイルを使用して、適切な Windowsオペレーティング システム
（Windows のインストール ファイルとして表示）がサーバ 2 にインストールされま
す。
インストールが正常に完了すると、応答ファイルの名前が「Completed」を含むよう
に変更されます。
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A

サンプルオペレーティングシステム設定テ
ンプレート ファイル
この章は、次の項で構成されています。
• サンプル Linux 設定テンプレート ファイル, 103 ページ
• サンプル VMware vSphere ESXi 設定テンプレート ファイル, 106 ページ
• Windows 用のサンプル iPXE UEFI 設定テンプレート ファイル, 107 ページ
• サンプル Windows 応答ファイル, 108 ページ

サンプル Linux 設定テンプレート ファイル
Linuxオペレーティングシステム用のサンプルKickstart設定テンプレー
ト ファイル
Linux オペレーティング システム イメージに必要な Kickstart 設定テンプレート ファイル（ks.cfg）
の例を以下に示します。
#platform=x86, AMD64, or Intel EM64T
# System authorization information
auth --useshadow --enablemd5
# System bootloader configuration
bootloader --append="rhgb quiet" --location=mbr --driveorder=sda
# Partition clearing information
clearpart --linux --initlabel
# Use text-based install
text
# Firewall configuration
firewall –-disabled
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# Run the Setup Agent on first boot
firstboot -–disable
# System keyboard
keyboard us
# System language
lang en_US
# Installation logging level
logging --level=info
# Provide url/location of image over http.
url --url=http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/image_name
#Reboot after installation
reboot
# Network information
network --bootproto=static --device=eth0 --ip=$PXE_IP
--netmask=$PXE_NETMASK --gateway=$PXE_GATEWAY
--hostname=$PXE_NAME --onboot=on
#Root password
rootpw $PXE_PASSWD
# SELinux configuration
selinux --disabled
# System timezone
timezone --utc America/New_York
# Install OS instead of upgrade
install
# Disk partitioning information
part / --fstype="ext3" --size=8000
#Install required packages
%packages --nobase
wget
%post
wget http://$PXE_WEBSERVER/$PXEID/notify.html

Linux オペレーティング システム イメージに必要な Kickstart 設定テンプレート ファイル
（ks-uefi.cfg）の例を以下に示します。
auth --useshadow --enablemd5
bootloader --append="rhgb quiet" --location=mbr --driveorder=sda
clearpart --all --initlabel
zerombr
ignoredisk --only-use=sda
text
firewall --disabled
firstboot --disable
keyboard us
lang en_US
logging --level=info
url --url=http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/IMAGECATALOGNAME
reboot
$PXE_DHCP_IP_TYPE network --bootproto=dhcp --device=eth0 --hostname=$PXE_NAME --onboot=on
$PXE_STATIC_IP_TYPE network --bootproto=static --device=eth0 --ip=$PXE_IP
--netmask=$PXE_NETMASK --gateway=$PXE_GATEWAY --vlanid=$PXE_MGMTVLAN --hostname=$PXE_NAME
--onboot=on
rootpw $PXE_PASSWD
selinux --disabled
timezone --isUtc $PXE_TIMEZONE
install
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part /boot/efi --fstype=efi --grow --maxsize=200 --size=50
part /boot --fstype=ext3 --size=500
part swap --fstype="swap" --size=1024
part pv.01 --size=10240
volgroup vg0 pv.01
logvol /home --vgname=vg0 --size=500 --name=home
logvol / --vgname=vg0 --grow --size=1 --name=root
%packages --nobase
wget
%end
%post
## Notifying back to Cisco UCS Director once the blade is up ##
wget http://$PXE_WEBSERVER/$PXEID/notify.html
%end

Linux オペレーティング システム用のサンプル PXE 設定テンプレート
ファイル
Linux オペレーティング システム イメージに必要な PXE 設定テンプレート ファイル（pxe.cfg）
の例を以下に示します。
default linux
label linux
kernel vmlinuz
append initrd=initrd.img ramdisk_size=9216 noapic acpi=off ip=dhcp ks=$PXE_KS_URL
prompt 0
timeout 0

Linux オペレーティング システム用のサンプル iPXE 設定テンプレート
ファイル
Linux オペレーティング システム イメージに必要な iPXE 設定テンプレート ファイル（ipxe.cfg）
の例を以下に示します。
default linux
label linux
kernel http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/$PXE_OS/isolinux/vmlinuz
append initrd=http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/$PXE_OS/isolinux/initrd.img ramdisk_size=9216
noapic acpi=off ip=dhcp ks=$PXE_KS_URL ksdevice=eth0
inst.repo=http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/$PXE_OS net.ifnames=0 biosdevname=0
prompt 0
timeout 0
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サンプル VMware vSphere ESXi 設定テンプレート ファイ
ル
VMware vSphere ESXi オペレーティング システム用のサンプル Kickstart
設定テンプレート ファイル
VMware vSphere ESXi オペレーティング システム イメージに必要な Kickstart 設定テンプレート
ファイル（ks.cfg）の例を以下に示します。
vmaccepteula
#Set passsword for ESXi server, "$PXE_PASSWD" will be filled in by UCSD
rootpw $PXE_PASSWD
#For Local boot, uncomment the following line
#install --firstdisk --overwritevmfs
#For SAN boot, uncomment the following line
install --firstdisk=remote --overwritevmfs
#Configures the mangement vmknic interface for the ESXi host. All items
starting with "$" are variables that will be replaced by UCSD during the
PXE boot process.
network --bootproto=static --ip=$PXE_IP --netmask=$PXE_NETMASK
--gateway=$PXE_GATEWAY --vlanid=$PXE_MGMTVLAN
--nameserver=$PXE_NS --hostname=$PXE_NAME
%pre --interpreter=busybox
hwclock -d %LIVE_VAR_DATE_1% -t %LIVE_VAR_TIME_UTC_1%
date -s %LIVE_VAR_DATE_TIME_UTC_1%
cd /tmp
wget http://$PXE_WEBSERVER/$PXEID/web/track/log1
%firstboot --interpreter=busybox
cd /tmp
wget http://$PXE_WEBSERVER_MGMT_VLAN_IP/$PXEID/web/track/log3
wget http://$PXE_WEBSERVER_MGMT_VLAN_IP/$PXEID/web/track/log4
#Enable & start remote ESXi Shell
vim-cmd hostsvc/enable_ssh
vim-cmd hostsvc/start_ssh

(SSH)

#Enable & start ESXi Shell (TSM)
vim-cmd hostsvc/enable_esx_shell
vim-cmd hostsvc/start_esx_shell
wget http://$PXE_WEBSERVER_MGMT_VLAN_IP/$PXEID/web/track/log5
%post --interpreter=busybox --ignorefailure=true
cd /tmp
localcli network firewall set --default-action true
localcli network firewall set --enabled false
wget http://$PXE_WEBSERVER_MGMT_VLAN_IP/$PXEID/web/track/log2
wget http://$PXE_WEBSERVER_MGMT_VLAN_IP/$PXEID/notify.html -O /tmp/notify.html
localcli network firewall set --default-action false
localcli network firewall set --enabled true

Cisco UCS Director Bare Metal Agent リリース 6.5 インストールおよびコンフィギュレーション ガイ
ド
106

サンプル オペレーティング システム設定テンプレート ファイル
VMware vSphere ESXi オペレーティング システム用のサンプル PXE 設定テンプレート ファイル

#Power down the ESXi server after installation
poweroff

VMware vSphere ESXi オペレーティング システム用のサンプル PXE 設
定テンプレート ファイル
VMware vSphere ESXi オペレーティング システム イメージに必要な PXE 設定テンプレート ファ
イル（pxe.cfg）の例を以下に示します。
default image_name/menu.c32
menu title PXE Boot Home
timeout 70
label image_name
menu label Install VMware image_name
kernel image_name/mboot.c32
append -c /web/ks-repository/$PXE_ID/boot.cfg
IPAPPEND 1

+++

VMware vSphere ESXi オペレーティング システム用のサンプル iPXE 設
定テンプレート ファイル
VMware vSphere ESXi オペレーティング システム イメージに必要な iPXE 設定テンプレート ファ
イル（ipxe.cfg）の例を以下に示します。
default 1
timeout 100
prompt 1
label 1
KERNEL ipxe.lkrn
Append dhcp && chain http://$PXE_NATIVE_WEBSERVER/$PXE_WINDOWS_OS_REPOSITORY_LINK/boot.ipxe

Windows 用のサンプル iPXE UEFI 設定テンプレート ファ
イル
Windows に必要な iPXE UEFI 設定テンプレート ファイル（ipxe-uefi.cfg）の例を以下に示し
ます。
#!ipxe
kernel
initrd
initrd
initrd
boot

../wimboot
../Boot/BCD BCD
../Boot/boot.sdi boot.sdi
../Boot/WinPE.wim WinPE.wim
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サンプル Windows 応答ファイル
Cisco UCS Director Bare Metal Agent で使用される Windows Server 2008 R2 OS イメージのセットアッ
プに使用可能な AUTOUNATTEND.XML という名前の Windows 応答ファイルの例を以下に示しま
す。

<unattend>
<servicing>
<package action="configure">
<assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Foundation-Package" version="6.1.7600.16385"
processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="xxxf3856ad364xxx" language=""/>
<selection name="IIS-WebServerRole" state="false"/>
<selection name="IIS-WebServer" state="false"/>
<selection name="Microsoft-Hyper-V" state="true"/>
<selection name="Microsoft-Hyper-V-Management-Clients" state="true"/>
<selection name="Microsoft-Hyper-V-Management-Clients" state="true"/>
<selection name="MultipathIo" state="true"/>
<selection name="TelnetClient" state="true"/>
</package>
</servicing>
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="xxxf3856ad364xxx" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<ComplianceCheck>
<DisplayReport>OnError</DisplayReport>
</ComplianceCheck>
<Display>
<VerticalResolution>600</VerticalResolution>
<RefreshRate>60</RefreshRate>
<HorizontalResolution>800</HorizontalResolution>
<ColorDepth>32</ColorDepth>
</Display>
<EnableFirewall>false</EnableFirewall>
<UserData>
<ProductKey>
<WillShowUI>Never</WillShowUI>
<Key>XXXXX-XXXXX-KQT8W-PMXWJ-XXXXX</Key>
</ProductKey>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
<FullName>Cisco</FullName>
<Organization>CiscoUCSD</Organization>
</UserData>
<DiskConfiguration>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
<Disk wcm:action="add">
<CreatePartitions>
<CreatePartition wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<Type>Primary</Type>
<Size>40000</Size>
</CreatePartition>
</CreatePartitions>
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
<ModifyPartitions>
<ModifyPartition wcm:action="add">
<Active>true</Active>
<Extend>false</Extend>
<Format>NTFS</Format>
<Label>OS</Label>
<Letter>C</Letter>
<Order>1</Order>
<PartitionID>1</PartitionID>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
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</Disk>
</DiskConfiguration>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
<PartitionID>1</PartitionID>
</InstallTo>
<WillShowUI>Never</WillShowUI>
<InstallFrom>
<MetaData wcm:action="add">
<Key>/IMAGE/NAME</Key>
<Value>Windows Server 2008 R2 SERVERDATACENTER</Value>
</MetaData>
<Path>\\000.00.90.31\bits\sources\install.wim</Path>
</InstallFrom>
</OSImage>
</ImageInstall>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="nnnf3856ad364nnn" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<SetupUILanguage>
<UILanguage>en-US</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<UserLocale>en-US</UserLocale>
<UILanguage>en-US</UILanguage>
<SystemLocale>en-US</SystemLocale>
</component>
</settings>
<settings pass="specialize">
<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="nnnf3856ad364nnn" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<SystemLocale>en-US</SystemLocale>
<UILanguage>en-US</UILanguage>
<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>
<UserLocale>en-US</UserLocale>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager"
processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="nnnf3856ad364nnn"
language="neutral" versionScope="nonSxS">
<fDenyTSConnections>false</fDenyTSConnections>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="31bf3856ad364nnn" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<RunSynchronous>
<RunSynchronousCommand wcm:action="add">
<Description>Disable IPv6</Description>
<Path>reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
/t
REG_DWORD /d 255 /f</Path>
<Order>1</Order>
</RunSynchronousCommand>
<RunSynchronousCommand wcm:action="add">
<Description>Disable Shutdown Tracker</Description>
<Path>reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability" /v ShutdownReasonOn
/t
REG_DWORD /d 0 /f</Path>
<Order>2</Order>
</RunSynchronousCommand>
</RunSynchronous>
</component>
<component name="Networking-MPSSVC-Svc" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="nnnf3856ad364nnn" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<DomainProfile_EnableFirewall>false</DomainProfile_EnableFirewall>
<PrivateProfile_EnableFirewall>false</PrivateProfile_EnableFirewall>
<PublicProfile_EnableFirewall>false</PublicProfile_EnableFirewall>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-ServerManager-SvrMgrNc" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="nnnf3856ad364nnn" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<DoNotOpenServerManagerAtLogon>true</DoNotOpenServerManagerAtLogon>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-OutOfBoxExperience" processorArchitecture="amd64"
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publicKeyToken="nnnf3856ad364nnn" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<DoNotOpenInitialConfigurationTasksAtLogon>true</DoNotOpenInitialConfigurationTasksAtLogon>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-powercpl" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="nnnf3856ad364nnn" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<PreferredPlan>8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c</PreferredPlan>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="nnnf3856ad364nnn" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<ComputerName>*</ComputerName>
<ProductKey>XXXXX-XXXXX-KQT8W-PMXWJ-XXXXX</ProductKey>
</component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="nnnf3856ad364nnn" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<Display>
<ColorDepth>32</ColorDepth>
<HorizontalResolution>800</HorizontalResolution>
<VerticalResolution>600</VerticalResolution>
<RefreshRate>60</RefreshRate>
</Display>
<OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
<ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
</OOBE>
<VisualEffects>
<FontSmoothing>ClearType</FontSmoothing>
</VisualEffects>
<WindowsFeatures>
<ShowInternetExplorer>true</ShowInternetExplorer>
</WindowsFeatures>
<TimeZone>Pacific Standard Time</TimeZone>
<RegisteredOrganization/>
<ShowWindowsLive>false</ShowWindowsLive>
<UserAccounts>
<AdministratorPassword>
<Value>987654321abc???=</Value>
<PlainText>false</PlainText>
</AdministratorPassword>
</UserAccounts>
<AutoLogon>
<Password>
<Value>123456abc???</Value>
<PlainText>false</PlainText>
</Password>
<Enabled>true</Enabled>
<LogonCount>1</LogonCount>
<Username>Administrator</Username>
</AutoLogon>
<FirstLogonCommands>
<SynchronousCommand wcm:action="add">
<CommandLine>cmd /c winrm quickconfig -quiet -transport:HTTP</CommandLine>
<Description>Enable WinRS over HTTP to communicate with CPA</Description>
<Order>1</Order>
<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
</SynchronousCommand>
<SynchronousCommand wcm:action="add">
<CommandLine>cmd /c winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="*"}</CommandLine>
<Description>Adding trusted hosts value for winrm client</Description>
<Order>2</Order>
<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
</SynchronousCommand>
<SynchronousCommand wcm:action="add">
<CommandLine>cmd /c net use R: \\000.00.90.31\bits /user:smbuser cisco123</CommandLine>
<Description>Mapping the share to save the notification file</Description>
<Order>3</Order>
<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
</SynchronousCommand>
<SynchronousCommand wcm:action="add">
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<CommandLine>cmd /c ipconfig /all | findstr "Physical" >>
R:\notifications\completed.html</CommandLine>
<Description>Writing the completed notification log with MAC address at
Share mapped in previous step</Description>
<Order>4</Order>
<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
</SynchronousCommand>
<SynchronousCommand wcm:action="add">
<CommandLine>cmd /c R:\notifications\completed.bat</CommandLine>
<Description>executing powershell batch file like as wget</Description>
<Order>5</Order>
<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
</SynchronousCommand>
</FirstLogonCommands>
</component>
</settings>
<settings pass="offlineServicing">
<component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="nnnf3856ad364nnn" language="neutral" versionScope="nonSxS">
<EnableLUA>false</EnableLUA>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:D:/win2k8r2x64sp1/sources/install.wim#Windows
Server 2008 R2 SERVERDATACENTER"/>
</unattend>
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付録

B

ポート
この付録の構成は、次のとおりです。
• Cisco UCS Director TCP および UDP ポートの使用, 113 ページ
• ポート一覧, 115 ページ
• マルチノード ポートの要件, 117 ページ

Cisco UCS Director TCP および UDP ポートの使用
ここでは、Cisco UCS Director が外部のアプリケーションまたはデバイスとの接続および通信に使
用する TCP ポートおよび UDP ポートの一覧を示します。ポートの使用は、Cisco UCS Director を
VMware vSphere または Microsoft Hyper-V のいずれに導入しているかに応じて異なります。
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Cisco UCS Director TCP および UDP ポートの使用：VMware vSphere
次の図に、VMware vSphere にインストールする場合の Cisco UCS Director アプライアンスと管理
対象デバイス、ESX サーバ、ベア メタル エージェント、PowerShell エージェント、NTP、および
Active Directory 間の通信に使用するネットワーク ポートを示します。
図 5：Cisco UCS Director TCP および UDP ポートの使用
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Cisco UCS Director TCP および UDP ポートの使用：Microsoft Hyper-V
次の図に、Microsoft Hyper-V にインストールする場合の Cisco UCS Director アプライアンスと管理
対象デバイス、ESX サーバ、ベア メタル エージェント、PowerShell エージェント、NTP、および
Active Directory 間の通信に使用するネットワーク ポートを示します。
図 6：Cisco UCS Director TCP および UDP ポートの使用

ポート一覧
デフォルト ポート

プロトコル

説明

22

[TCP]

SSH

80

TCP/UDP

HTTP

8888

[TCP]

HTTP（Cisco UCS Director ベア メタル エージェ
ント）

69

TFTP

TFTP（Cisco UCS Director ベア メタル エージェン
ト）

443

UDP

HTTPS

27000/7279/8082（管理）

[TCP]

Citrix のライセンス
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デフォルト ポート

プロトコル

説明

2598/1494/2112/2513

[TCP]

デスクトップの仮想デスクトップ エージェント

67/68

UDP

DHCP

389/636

TCP/UDP

Active Directory

3268/3269

[TCP]

53

TCP/UDP

DNS

123

TCP/UDP

NTP

3306

TCP/UDP

MySQL

8787/5900-5964

[TCP]

Cisco UCS Director + VNC 接続

3389

TCP/UDP

Cisco UCS Director + RDP 接続

80/443/8080

TCP/UDP

Cisco UCS Director + NetApp 接続

80/443

UDP

Cisco UCS Director + Cisco UCS Manager 接続

80/443

UDP

Cisco UCS Director + vCenter 接続

3389

TCP/UDP

RDP

135/445

[TCP]

SMB/RPC

88

TCP/UDP

Kerberos

137

TCP/UDP

NetBIOS 名（nbname）

138

TCP/UDP

NetBIOS データグラム（nbdatagram）

139

[TCP]

NetBIOS セッション（nbsession）

80/443

UDP

Desktop Delivery Controller <--> vCenter

ICA を介した 8080

[TCP]

Desktop Delivery Controller <--> 仮想デスクトップ

1494/2598/2512/2513

[TCP]

ユーザ（Citrix Recvr）<--> 仮想デスクトップ

389/636（LDAP ポート）

TCP/UDP

Desktop Delivery Controller <--> Active Directory

389/636、3268/3269、53

TCP/UDP

仮想デスクトップ <--> Active Directory + DNS

Cisco UCS Director Bare Metal Agent リリース 6.5 インストールおよびコンフィギュレーション ガイ
ド
116

ポート
マルチノード ポートの要件

デフォルト ポート

プロトコル

説明

5985/5986

[TCP]

PowerShell エージェント <-> WinRM からの
Xendesktop

43891

TCP/UDP

Cisco UCS Director <--> PowerShell エージェント

80/8081

[TCP]

XenApp

902

[TCP]

VMware ESXi ホスト管理および VM カスタマイ
ズと VIX タスクの実行

903

[TCP]

VMware ESXi ホスト管理および VM カスタマイ
ズと VIX タスクの実行（5.0 より前の VMware
vCenter リリース）

マルチノード ポートの要件
Cisco UCS Director TCP および UDP ポートの使用, （113 ページ）に記載されているポートは、単
一ノード設定とマルチノード設定の両方に適用されます。
マルチノード設定の場合、ノード間で次のポートを開いておく必要があります。
• プライマリ ノードおよびサービス ノードからデータベース ノード：ポート 3306
• プライマリ ノードからサービス ノード：ポート 80 および 443
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