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, 1 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, 2
ページ
• Windows Server 2008 R2 x64 オペレーティング システム イメージ, 3 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, 13 ペー
ジ
• Windows Server 2016 x64 オペレーティング システム イメージ, 23 ページ
• MEMDISK を使用した Windows の複数バージョンの同時展開, 29 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。
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。
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（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 , （3 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。

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
7

Windows OS イメージの追加
ブート構成データ ファイルの作成

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, （10 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, （14 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

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
15

Windows OS イメージの追加
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

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, （14 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,
（23 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

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
25

Windows OS イメージの追加
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

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, （10 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, （15
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,
（17 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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