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[本ドキュメントについて] 

� コマンドラインでの入力が長く紙面の都合で折り返して記載する場合は、下記のように「\\\\」記号を挿

入して複数行にわたって記載しています。複数行にわたって記載されていても実際には１行で入力す

るものは、その記述の最後に「（実際には１行で入力）」を挿入しています。 

例) # genisoimage -N -J -R -D \\\\ 

  -V "PRESEED" \\\\ 

  -o ubuntu-11.04-server-amd64-cciss-preseed.iso \\\\ 

  -b isolinux/isolinux.bin \\\\ 

  -c isolinux/boot.cat \\\\ 

  -no-emul-boot \\\\ 

  -boot-load-size 4 \\\\ 

 -boot-info-table dvdr（実際には１行で入力） 

 

� 本ドキュメントの内容については充分チェックをしておりますが、その正確性を保証する物では

ありません。また、将来、予告なしに変更することがあります。 

� 本ドキュメントの使用で生じるいかなる結果も利用者の責任となります。日本ヒューレット・パ

ッカード株式会社は、本ドキュメントの内容に一切の責任を負いません。 

� 本ドキュメントの技術情報は、ハードウェア構成、OS、アプリケーションなど使用環境により大

幅に数値が変化する場合がありますので、十分なテストを個別に実施されることを強くお薦め致

します。 

� 本ドキュメント内で表示・記載されている会社名・サービス名・商品名等は各社の商標又は登録

商標です。 

� 本ドキュメントで提供する資料は、日本の著作権法、条約及び他国の著作権法にいう著作権によ

り保護されています。 

 

 

 

  



 

本ドキュメントは、Red Hat Enterprise Lin

に相当するUbuntuのpreseedインストールを

ストールをCD/DVD経由で行う場合

ることをお勧めします。USB接続の

インストーラーが認識する内蔵ディスクの

ンストールの成否が異なる場合がありますので

 

Ubuntuのpreseedインストールについて

Ubuntuではインストールを自動化

ング等のサーバー配備の自動化等

ルを読み込むことにより、インストール

化を実現することが可能です。Ubuntu

ア、ネットワークカードのPXEブートを

の仮想メディアを組み合わせることで

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. Ubuntuの自動

 

また、Preseedインストール用のiso

integrated Lights-Out 3を組み合

バーへ自動インストールが可能となり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. HP integrated Lights

 

Ubuntu

インストール対象のサーバー

Red Hat Enterprise LinuxやCentOSなどで知られる全自動インストール

インストールをCD/DVD経由で実行するための手順書です。Ubuntu

場合、サーバー内蔵のCD/DVDドライブやHP integrated Lights

のCD/DVDドライブやUSBメモリを使用すると、USB機器の着脱

ディスクのデバイス名が変化することにより、サーバーの

がありますので運用に十分注意して下さい。 

インストールについて 

自動化するpreseedインストールが可能となっており、クラウドコンピューティ

自動化等で威力を発揮します。Ubuntuのインストーラーがpreseed

インストール時に人間が介在するキーボードやマウス操作等を

Ubuntuにおけるpreseedインストールは、USBメモリ、物理的

ブートを利用したインストール、isoイメージとHP integrated 

ることで実現可能です。 

自動インストール用CD/DVDの作成とその利用の概念図

isoイメージとUbuntuのインストール対象サーバーに搭載

合わせることにより、遠隔からWebブラウザを使ってインストール

となります。 
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以下、Ubuntu ServerのPreseedインストールを実現するCD/DVDメディアの作成手順です。 

パッケージのインストール 

事前に必要なツールをUbuntu Serverにインストールしておきます。インターネットに接続できる場合は

apt-getでインストール可能です。 

# apt-get install syslinux 

# apt-get install mtools 

# apt-get install mbr 

# apt-get install genisoimage 

# apt-get install dvd+rw-tools 

  

Ubuntuサーバーの内蔵CD/DVDドライブの確認 

Ubuntuサーバーの内蔵CD/DVDドライブが正常に認識されているかを確認します。内蔵CD/DVDドライブは今回

/dev/sr0として認識されているものとします。 

# dmesg |grep DVD 

[    2.942552] ata1.00: ATAPI: hp      DVD RW AD-7586H, KP03, max UDMA/100 

[    2.992256] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            hp       DVD RW AD-7586H  KP03 PQ: 0 ANSI: 5 

 

# ls -l /dev/dvd 

lrwxrwxrwx 1 root root 3 2011-07-27 00:14 /dev/dvd -> sr0 

 

作業用ディレクトリの作成とisoイメージのマウント 

Preseedインストール用CD/DVDメディアを作成するための作業用のディレクトリをUbuntuサーバー上で作成

します。  

# mkdir -p /work/ubuntu1104amd64/dvd 

# mkdir -p /work/ubuntu1104amd64/dvdr 

# cd /work/ubuntu1104amd64/ 

# ls 

dvd  dvdr ubuntu-11.04-server-amd64.iso   

  

Ubuntu ServerのCD-ROM isoイメージをUbuntuサーバー上でマウントします。 

# mount -o ubuntu-11.04-server.iso dvd 

  

デバイスのマウント状況を確認します。 

# df 

Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on 

/dev/sda3             96121612   2517308  88721516   3% / 

none                   3048372       232   3048140   1% /dev 

none                   3055940         0   3055940   0% /dev/shm 

none                   3055940       460   3055480   1% /var/run 

none                   3055940         0   3055940   0% /var/lock 

/dev/sda1               472036     32987    414678   8% /boot 

/dev/loop0              689776    689776         0 100% /work/ubuntu1104amd64/dvd 
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isoイメージからのファイルコピー 

findコマンドとcpioコマンドを組み合わせて、Ubuntu ServerのCD-ROM isoイメージの内容を

/work/ubuntu1104amd64/dvdr以下にコピーします。findコマンドのオプション「-type」の後に続くのはア

ルファベットのLの小文字です。その後はパイプですので間違わないように注意してください。 

 

# cd dvd 

# find . ! -type l | cpio -pdum ../dvdr/ 

1367560 blocks 

 

自動インストールを実現するためのisolinux.cfgファイルの編集 

Ubuntu Serverのインストーラーを起動するためのisolinux.cfgファイルを編集します。 

# cd ../dvdr/ 

# ls -F 

README.diskdefines  cdromupgrade*  doc/  install/   md5sum.txt  pool/ 

boot/               dists/         efi/  isolinux/  pics/       preseed/ 

 

# cd isolinux/ 

# vi isolinux.cfg 

default install 

label install 

  menu label ^Install Ubuntu Server 

  kernel /install/vmlinuz 

  append auto=true pkgsel/language-pack-patterns= pkgsel/install-language-support=false \\\\ 

vga=normal file=/cdrom/preseed/preseed.cfg initrd=/install/initrd.gz quiet -- 

（実際には一行で入力） 

label hd 

  menu label ^Boot from first hard disk 

  localboot 0x80   

 

自動インストールを実現するためのpreseed.cfgファイルの作成 

無人インストールを実現するため、preseed.cfgファイルを作成します。以下は対象のサーバーの内蔵ディ

スクのデバイス名が/dev/cciss/c0d0の場合です。設定ファイルpreseed.cfgの「d-i partman-auto/disk 

string /dev/cciss/c0d0」で指定します。ProLiant G7サーバー内蔵のHP SmartArrayコントローラとUbuntu 

11.04の組み合わせでは/dev/sdaとなります。ProLiant G6サーバー内蔵のHP SmartArrayコントローラでは

/dev/cciss/c0d0となる場合があり、ProLiantサーバーの機種や世代によってデバイス名が変わりますので、

適宜設定ファイルを編集して変更してください。 

 

# cd /var/www/html/ubuntu1104amd64/dvdr/preseed/ 

# vi preseed.cfg 

d-i debian-installer/locale string en_US 

d-i localechooser/supported-locales en_US.UTF-8, ja_JP.UTF-8 

d-i console-setup/ask_detect boolean false 

d-i console-setup/layoutcode string us 
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d-i netcfg/choose_interface select auto 

d-i netcfg/choose_interface select eth0 

d-i netcfg/disable_dhcp boolean true 

d-i netcfg/get_nameservers string 172.16.1.3 

d-i netcfg/get_ipaddress string 172.16.255.254 

d-i netcfg/get_netmask string 255.255.0.0 

d-i netcfg/get_gateway string 172.16.1.3 

d-i netcfg/confirm_static boolean true 

d-i netcfg/get_hostname string ubuntusvr 

d-i netcfg/get_domain string jpn.linux.hp.com 

d-i netcfg/wireless_wep string 

d-i mirror/http/mirror select CC.archive.ubuntu.com 

d-i clock-setup/utc boolean false 

d-i time/zone string Japan 

d-i clock-setup/ntp boolean false 

d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free 

d-i partman-auto/disk string /dev/cciss/c0d0 

d-i partman-auto/method string regular 

d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true 

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic 

d-i partman/default_filesystem string ext4 

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true 

d-i partman/choose_partition select finish 

d-i partman/confirm boolean true 

d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true 

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true 

d-i partman/choose_partition select finish 

d-i partman/confirm boolean true 

d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true 

d-i partman/mount_style select traditional 

d-i base-installer/install-recommends boolean true 

d-i base-installer/kernel/image string linux-generic 

d-i passwd/root-login boolean true 

d-i passwd/make-user boolean false 

d-i passwd/root-password password password 

d-i passwd/root-password-again password password 

d-i passwd/user-fullname string testuser 

d-i passwd/username string testuser 

d-i passwd/user-password password insecure 

d-i passwd/user-password-again password insecure 

d-i user-setup/allow-password-weak boolean true 

d-i user-setup/encrypt-home boolean false 

d-i apt-setup/use_mirror boolean false 

d-i debian-installer/allow_unauthenticated boolean true 

tasksel tasksel/first multiselect none 

d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential 
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d-i pkgsel/upgrade select none 

d-i pkgsel/update-policy select none 

popularity-contest popularity-contest/participate boolean false 

d-i pkgsel/updatedb boolean true 

d-i grub-installer/grub2_instead_of_grub_legacy boolean false 

d-i grub-installer/only_debian boolean true 

d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0) 

d-i finish-install/reboot_in_progress note 

 

Preseedインストール用メディアのisoイメージの作成 

Preseedインストール用メディアのisoイメージを生成します。genisoimageコマンドには作業用ディレクト

リdvdrを指定します。出力するisoイメージファイル名は、ubuntu-11.04-server-amd64-cciss-preseed.iso

とします。 

# cd /work/ubuntu1104amd64/ 

# genisoimage -N -J -R -D \ 

  -V "PRESEED" \ 

  -o ubuntu-11.04-server-amd64-cciss-preseed.iso \ 

  -b isolinux/isolinux.bin \ 

  -c isolinux/boot.cat \ 

  -no-emul-boot \ 

  -boot-load-size 4 \ 

  -boot-info-table dvdr（実際には１行で入力） 

... 

 95.68% done, estimate finish Wed Jul 27 01:06:21 2011 

 97.13% done, estimate finish Wed Jul 27 01:06:21 2011 

 98.58% done, estimate finish Wed Jul 27 01:06:21 2011 

Total translation table size: 0 

Total rockridge attributes bytes: 372653 

Total directory bytes: 1978368 

Path table size(bytes): 13544 

Max brk space used 365000 

344889 extents written (673 MB) 

 

# ls -l 

total 1379574 

dr-xr-xr-x 12 root root      2048 Apr 26 21:35 dvd 

drwxr-xr-x 12 root root      4096 Jul 27 00:50 dvdr 

-rw-r--r--  1 root root 706334720 Jul 27 01:06 ubuntu-11.04-server-amd64-cciss-preseed.iso 

-rwxr--r--  1 root root 706330624 Jul 23 00:02 ubuntu-11.04-server-amd64.iso 

 

isoイメージから自動インストール用の物理メディア（CD/DVD）を作成 

ブランクのCD/DVDメディアをUbuntuサーバーのCD/DVD-RWドライブ等に装着します。生成したreseedインス

トール用isoイメージからメディアに書き込みます。CD-Rメディアに書き込む場合はcdrecordコマンドで書

き込みます。 
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# cdrecord dev=/dev/dvd ubuntu-11.04-server-amd64-cciss-preseed.iso 

odim: No write mode specified. 

wodim: Assuming -tao mode. 

wodim: Future versions of wodim may have different drive dependent defaults. 

Device type    : Removable CD-ROM 

Version        : 5 

Response Format: 2 

Capabilities   : 

Vendor_info    : 'hp      ' 

Identification : 'DVD RW AD-7586H ' 

Revision       : 'KP03' 

Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW. 

Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr). 

Driver flags   : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE 

Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R 

Speed set to 4234 KB/s 

Starting to write CD/DVD at speed  24.0 in real TAO mode for single session. 

Last chance to quit, starting real write in    0 seconds. Operation starts. 

Track 01: Total bytes read/written: 706332672/706332672 (344889 sectors). 

#  

 

DVD-Rメディアに書き込む場合はgrowisofsコマンドが利用可能です。 

# growisofs -Z /dev/dvd=ubuntu-11.04-server-amd64-cciss-preseed.iso 

 

作成したPreseedインストール用CD/DVDメディアが正しくマウントできるかを確認します。 

# mount /dev/dvd /mnt 

# umount /mnt 

 

自動インストール用の物理メディア（CD/DVD）でサーバーをブート 

作成したPreseedインストール用CD/DVDメディアを管理対象となるHP ProLiantサーバーに装着しCD/DVDブ

ートさせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

図 3. 作成したPreseedインストール用のCDでブートした直後の様子（左）と 

Ubuntuの自動インストールの途中の様子（右）    
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Ubuntuのインストーラーの画面を確認し、インストールが終了して再起動されたら、CD/DVDメディアをサー

バー筺体から取り出します。OSが正常に起動してネットワーク等の通信が正常にできているかを確認します。 

注意： 

OS起動直後に画面がブランクになりログインプロンプトが出ていない場合は、Ctrl+F1やCtrl+F2等を入力し、

仮想コンソールを切り替えてログインプロンプトを表示させてみてください。 

 

以上 




