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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や表示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、表示するものは、その記述の最後に「（実際には１行で入力）」や「（実際には一行で表示）」

を挿入しています。 

例) # ps auxw |grep dhcp |grep -v grep 

dhcpd 41913  0.0  0.4 31172 26420  ??  Is    7:15AM   0:00.01 /usr/local/sbin/dhcpd –cf \\\\ 

 /usr/local/etc/dhcpd.conf -lf /var/db/dhcpd （実際には一行で表示） 

� 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、FreeBSDサーバー

自動インストールを実行するための

う方法として、サーバー内蔵のDVD

インストールなどがあります。PXE

のFreeBSDサーバーの配備の手間を

無人インストール機能により、人間

ることができます。 

FreeBSDサーバーのPXEブートによる

FreeBSDサーバーではインストーラーの

ピューティング等のサーバー配備

の自動化等で威力を発揮します。FreeBSD

より、インストール時に人間が介在

可能です。FreeBSDサーバーにおける

を利用したインストール、isoイメージと

で実現可能ですが本ドキュメントではネットワークカードの

めのサーバーを構築する手法を紹介
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以下、FreeBSDサーバーのPXEブートによる自動インストールを実現するサーバーの作成手順です。 

SSHサービスの設定 

FreeBSDの全自動インストールサーバーにrootでsshログインできるようにsshの設定を有効化します。

これはファイルコピー等のメンテナンスの利便性のために行う設定ですので、全自動インストールの必要条

件ではありません。 

# vi /etc/ssh/sshd_config 

... 

PermitRootLogin yes 

... 

PasswordAuthentication yes 

... 

# vi /etc/rc.conf 

... 

sshd_enable="YES" 

... 

# /etc/rc.d/sshd restart 

DHCPサーバーの設定 

FreeBSDのportsコレクションのWebサイトからdhcp-4.1.2-P1.tar.gzを入手します。入手したtar ballを

/usr/ports/distfilesディレクトリにコピーします。 

dhcp-4.1.2-P1のtarballの入手先： 

ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/dhcp-4.1.2-P1.tar.gz 

# cp dhcp-4.1.2-P1.tar.gz /usr/ports/distfiles/ 

入手したisc-dhcp41-serverのtar ballからバイナリを生成します。 

# cd /usr/ports/net/isc-dhcp41-server/ 

# make && make install 

DHCPサーバーの設定を行います。DHCPサーバーのIPアドレスを172.16.1.160/16とします。 

# cd /usr/local/etc 

# cp dhcpd.conf.sample dhcpd.conf 

# chmod 644 dhcpd.conf 

# vi dhcpd.conf 

... 

option routers 172.16.1.160; 

option subnet-mask 255.255.0.0; 

option broadcast-address 172.16.255.255; 

option domain-name-servers 172.16.1.160; 

server-identifier 172.16.1.160; 

ddns-update-style none; 

default-lease-time 600; 

max-lease-time 7200; 
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log-facility local7; 

subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 { 

 filename "pxeboot"; 

 option root-path "172.16.1.160:/var/nfsroot"; 

 range 172.16.0.1 172.16.255.254; 

} 

... 

# vi /etc/rc.conf 

dhcpd_enable="YES" 

# /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd start 

Starting dhcpd. 

Internet Systems Consortium DHCP Server 4.1.2-P1 

Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium. 

All rights reserved. 

For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/ 

Wrote 0 leases to leases file. 

Listening on BPF/bge0/00:1e:0b:6f:b8:c0/172.16.0.0/16 

Sending on   BPF/bge0/00:1e:0b:6f:b8:c0/172.16.0.0/16 

Sending on   Socket/fallback/fallback-net 

# /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd status 

dhcpd is running as pid 41913. 

# ps auxw |grep dhcp |grep -v grep 

dhcpd 41913  0.0  0.4 31172 26420  ??  Is  7:15AM   0:00.01 /usr/local/sbin/dhcpd –cf \\\\ 

 /usr/local/etc/dhcpd.conf -lf /var/db/dhcpd （実際には一行で表示） 

TFTPサーバーの設定 

/etc/inetd.confファイルのtftp行の-sオプション以降にTFTPサーバーが、遠隔にある管理対象サーバーに

みせるディレクトリを指定します。先述の/usr/local/etc/dhcpd.confファイルで指定した、「option 

root-path "172.16.1.160:/var/nfsroot";」の記述と整合性が取れるように、-sオプションの後ろに

「/var/nfsroot/boot」を指定します。 

# vi /etc/inetd.conf 

tftp    dgram   udp     wait    root    /usr/libexec/tftpd      tftpd -l -s /var/nfsroot/boot 

# vi /etc/rc.conf 

inetd_enable=”YES” 

# /etc/rc.d/inetd restart 

inetd not running? (check /var/run/inetd.pid). 

Starting inetd. 

# /etc/rc.d/inetd status 

inetd is running as pid 41972. 
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NFSサーバーの設定 

先述の/usr/local/etc/dhcpd.confファイルと/etc/inetd.confファイルのtftpサービスに記述したディレ

クトリと整合性が取れるように/var/nfsroot/bootディレクトリを作成します。 

# mkdir -p /var/nfsroot/boot 

NFSサーバー上で、FreeBSDのisoイメージを格納するディレクトリ/usr/local/isoとisoイメージをマウント

するディレクトリ/usr/local/freebsd8.2を作成します。 

# mkdir /usr/local/freebsd8.2 

# mkdir /usr/local/iso 

FreeBSDのisoイメージを以下のURLから入手します。 

FreeBSD 8.2 AMD64版のisoイメージの入手先： 

ftp://ftp.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ISO-IMAGES-amd64/8.2/ 

入手したFreeBSDのインストールDVDのisoイメージをNFSサーバーの/usr/local/isoにコピーします。isoイ

メージがxz形式で圧縮されている場合は、unxzコマンドでisoイメージを展開します。 

# cd /usr/local/iso 

# unxz 8.2-RELEASE-amd64-dvd1.iso.xz 

# ls -l 

total 2359264 

-rw-r--r--  1 root  wheel  2414686208 Aug  8 10:17 8.2-RELEASE-amd64-dvd1.iso

md5コマンドを使って、isoイメージの破損がないか調べます。 

# md5 8.2-RELEASE-amd64-dvd1.iso 

MD5 (8.2-RELEASE-amd64-dvd1.iso) = 287242976c6593f31049ea454c1a82e9 

FreeBSDのインストールDVDのisoイメージを/usr/local/freebsd8.2ディレクトリにマウントします。 

# cd /usr/local/iso 

# mdconfig -a -t vnode -f 8.2-RELEASE-amd64-dvd1.iso -u 0 

# mount -t cd9660 -o ro /dev/md0 /usr/local/freebsd8.2/ 

# df -H 

Filesystem  Size  Used  Avail Capacity  Mounted on 

/dev/da0s1a  1.0G  286M  668M  30%  / 

devfs    1.0k  1.0k  0B  100%  /dev 

/dev/da0s1e  1.0G  14k  954M  0%  /tmp 

/dev/da0s1f  225G  9.2G  197G  4%  /usr 

/dev/da0s1d  10G  48M  9.5G  1%  /var 

/dev/md0    2.4G  2.4G  0B  100%  /usr/local/freebsd8.2 

このままの状態では、NFSサーバーを再起動した場合に、isoイメージは自動的にマウントされません。実際

のシステムでは、NFSサーバーを再起動してもisoイメージが自動的にマウントされるようにするのかどうか

等の運用方法を十分検討してください。NFSサーバーを再起動しても上記FreeBSDのisoイメージを自動的に

マウントしたい場合は、以下の「NFSサーバーのOS起動時にisoイメージを自動的にマウントする設定」を設

定して下さい。 
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NFSサーバーのOS起動時にisoイメージを自動的にマウントする設定 

NFSサーバーのOS起動時にisoイメージを自動的にマウントするには、NFSサーバーの/etc/rc.localファイル

を編集します。/etc/rc.localファイルが存在しない場合は新規に作成します。/etc/rc.localファイルにiso

イメージをマウントするスクリプトを記述します。 

# cp /etc/rc.local /root/rc.lcoal.org ←/etc/rc.localファイルがある場合は事前にバックアップ 

# vi /etc/rc.local 

#!/bin/sh 

ISO0="/usr/local/iso/8.2-RELEASE-amd64-dvd1.iso" 

DIR0="/usr/local/freebsd8.2" 

MD0="/dev/md0" 

PATH=$PATH:/sbin:/bin 

mdconfig -a -t vnode -f ${ISO0} -u 0 && mount -t cd9660 -o ro ${MD0} ${DIR0} 

上記のスクリプトが正常に動作する前提条件は以下のとおりです。 

� FreeBSDのインストールDVDのisoイメージ/usr/local/iso/8.2-RELEASE-amd64-dvd1.isoが存在 

� /usr/local/freebsd8.2ディレクトリが存在 

� /etc/rc.localファイルが実行される時点で、mdconfigコマンドにより/dev/md0を作成可能 

上記の前提条件を満たすようにスクリプトを作成してください。また/etc/rc.localファイルに実行権限が

付与されているかどうかを確認します。 

# ls -l /etc/rc.local 

-r-xr-xr-x  1 root  wheel  202 Aug  9 13:37 /etc/rc.local

上記で作成した/etc/rc.localファイルがNFSサーバーのOS起動時に実行されるかを確認するため、NFSサー

バーを再起動します。 

# reboot 

NFSサーバーのOS再起動後、上記/etc/rc.localスクリプトが正常に実行され、自動的にisoイメージがマウ

ントされているかどうかを確認します。 

# df -HT 

Filesystem   Type  Size  Used  Avail Capacity  Mounted on 

/dev/da0s1a  ufs  1.0G  288M  666M  30%  / 

devfs  devfs  1.0k  1.0k  0B  100%  /dev 

/dev/da0s1e  ufs  1.0G  14k  954M  0%  /tmp 

/dev/da0s1f  ufs  225G  9.2G  197G  4%  /usr 

/dev/da0s1d  ufs  10G  48M  9.5G  1%  /var 

/dev/md0  cd9660  2.4G  2.4G  0B  100%  /usr/local/freebsd8.2 

isoイメージの中にあるbootディレクトリ以下のコピーとNFSサーバーの設定 

FreeBSDのインストールDVDのisoイメージ内のbootディレクトリを/var/nfsroot以下にコピーします。boot

ディレクトリには、インストール対象のネットワークインストールに必要なファイルが格納されています。

bootディレクトリ以下のファイルをコピーする場合は、cpコマンドが利用可能ですが、ファイルの属性情報

及び、ディレクトリ構成を再帰的に全てコピーする必要があるため、cpコマンドに-Rpオプションを付与し

ます。 
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# cd /usr/local/freebsd8.2/boot/ 

# ls 

beastie.4th  cdboot  gptzfsboot  loader.rc  screen.4th 

boot    defaults  kernel  mbr  support.4th 

boot0    device.hints  loader  mfsroot.gz  zfs 

boot0sio  firmware  loader.4th  modules  zfsboot 

boot1    frames.4th  loader.conf  pmbr  zfsloader 

boot2    gptboot  loader.help  pxeboot 

# cp -Rp ./* /var/nfsroot/boot/ 

NFSサーバーの設定を行います。OSがインストールされていない管理対象のサーバーにNFS経由で提供するデ

ィレクトリをNFSサーバーの/etc/exportsに設定します。インストール対象に提供するのは/var/nfsrootデ

ィレクトリと/usr/local/freebsd8.2ディレクトリです。/var/nfsrootディレクトリはネットワークブート

後のインストーラーが実行する際に必要とされます。/usr/local/freebsd8.2ディレクトリはFreeBSDのイン

ストールDVDの全ての内容がインストールに提供されることになり、インストール対象で実行されるインス

トーラーがディスクパーティショニングを行った後のパッケージのインストール等に必要になります。 

# vi /etc/exports 

/var/nfsroot          -alldirs -maproot=0 -network 172.16.0.0 -mask 255.255.0.0 

/usr/local/freebsd8.2 -alldirs -maproot=0 -network 172.16.0.0 -mask 255.255.0.0  

NFSサーバー上の/var/nfsroot/bootディレクトリに移動し、FreeBSDのインストーラーDVD isoイメージから

コピーされたloader.confファイルを編集します。 

# cd /var/nfsroot/boot/ 

# chmod 644 loader.conf 

# vi loader.conf 

mfsroot_load="YES" 

mfsroot_type="mfs_root" 

mfsroot_name="/boot/mfsroot" 

vfs.root.mountfrom="ufs:/dev/md0" 

NFSサーバーの設定を有効にするために、NFSサーバーの/etc/rc.confファイルを編集します。 

# vi /etc/rc.conf 

... 

rpcbind_enable="YES" 

portmap_enable="YES" 

nfs_server_enable="YES" 

nfs_server_flags="-u -t -n 4" 

mountd_enable="YES" 

mountd_flags="-r" 

... 

NFSの関連サービスを起動します。 

# /etc/rc.d/rpcbind restart 

# /etc/rc.d/nfsd restart 

# /etc/rc.d/mountd restart 
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# showmount -e localhost 

Exports list on localhost: 

/var/nfsroot    172.16.0.0 

/usr/local/freebsd8.2    172.16.0.0 

各種サービス（DHCP、inetd、rpcbind、nfsd、mountd）が起動しているか確認します。 

# /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd status 

# /etc/rc.d/inetd status 

# /etc/rc.d/rpcbind status 

# /etc/rc.d/nfsd status 

# /etc/rc.d/mountd status 

全自動インストール用の設定ファイルinstall.cfgファイルの作成 

FreeBSDの全自動インストールを行うための設定ファイルinstall.cfgを作成します。install.cfgファイル

にはインストールする管理対象サーバーのRAIDコントローラー配下の論理ディスクのデバイス名（/dev/da0

等）、ネットワークデバイス名（FreeBSDにおいてはbce0、bge0、em0など）、さらにNFSサーバーが提供す

るディレクトリを指定する必要があります。全自動インストールを行う前に、管理対象サーバーの１台に

FreeBSDを手動でインストールし、RAIDコントローラー配下のデバイス名とネットワークデバイス名が何か

を確認しておきます。これはハードウェアの機種によってFreeBSDが認識するデバイス名が異なるためです。

今回はインストール対象サーバーをHP ProLiant DL360G7にします。HP ProLiant DL360G7とFreeBSD8.2の組

み合わせにおけるRAIDコントローラー配下の論理ディスクのデバイス名とネットワークデバイス名は以下

になります。 

� RAIDコントローラー 

� 機種 ：HP SmartArray P410iコントローラー 

� 論理ディスクのデバイス名 ：/dev/da0、/dev/da1等 

� オンボードNIC

� 機種 ：NC382i 

� デバイス名 ：bce0、bce1、bce2、bce3 

� NFSサーバー

� IPアドレス ：172.16.1.160 

� NFSで提供するディレクトリ ：/usr/local/freebsd8.2

FreeBSDの全自動インストールを行うための設定ファイルinstall.cfgファイルには上記のデバイス名及び

NFSサーバーのIPアドレスとディレクトリパスを記述する必要があります。以下、インストール対象がHP 

ProLiant DL360G7の場合のinstall.cfgファイルの例です。install.cfgファイルをNFSサーバー上の適当な

作業用ディレクトリで作成します。install.cfgファイル中の「##」はコメントです。 

# vi /root/install.cfg 

## Turn on extra debugging. 

debug=YES 

## Interactive installation or not 

nonInteractive=YES 

noWarn=YES 

tryDHCP=YES 
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## managed server's host name, domain name 

hostname=dl380g7 

domainname=jpn.linux.hp.com 

## installation device 

## HP ProLiant DL360G7  : bceX (NC382i) 

## VMware               : le0 

nfs=172.16.1.160:/usr/local/freebsd8.2 

netDev=bce0 

tryDHCP=YES 

mediaSetNFS 

## Select which distributions 

## distSetMinium, distSetUser, distSetXUser 

## distSetKernDeveloper, distSetDeveloper, distSetXDeveloper 

distSetEverything 

## Partition on da0 

disk=da0 

partition=all 

bootManager=standard 

diskPartitionEditor 

##diskPartitionWrite 

## All sizes are expressed in 512 byte blocks 

## /     :500MB 

## swap  :2G 

## /var  :20G 

## /tmp  :10GB 

## /usr  :all remaining  

da0s1-1=ufs   1024000  / 

da0s1-2=swap  4096000  none 

da0s1-3=ufs  40960000  /var 

da0s1-4=ufs  20480000  /tmp 

da0s1-5=ufs  0  /usr 1 

## 

diskLabelEditor 

installCommit 

## Run post commands 

## command="/dist/post.sh" 

## shutdown or not 

shutdown 
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作成したinstall.cfgファイルを/var/nfsroot/boot/mfsrootファイルの中に埋め込みます。まず、

/var/nfsroot/bootディレクトリにあるmfsroot.gzファイルをgunzipコマンドで解凍します。 

# cd /var/nfsroot/boot/ 

# gunzip mfsroot.gz 

解凍したmfsrootをマウントします。 

# mdconfig –f ./mfsroot –u 1 

# mount /dev/md1 /mnt 

# df -HT 

Filesystem   Type  Size  Used  Avail Capacity  Mounted on 

/dev/da0s1a  ufs    1.0G  288M  666M  30%  / 

devfs        devfs  1.0k  1.0k  0B  100%  /dev 

/dev/da0s1e  ufs    1.0G  14k  954M  0%  /tmp 

/dev/da0s1f  ufs    225G  9.2G  197G  4%  /usr 

/dev/da0s1d  ufs    10G  105M  9.4G  1%  /var 

/dev/md0  cd9660  2.4G  2.4G  0B  100%  /usr/local/freebsd8.2 

/dev/md1  ufs  4.0M  3.2M  889k  78%  /mnt 

作成したinstall.cfgファイルをマウントされたmfsrootの中に埋め込み、再び圧縮します。 

# cp –p /root/install.cfg /mnt/ 

# umount /mnt 

# mdconfig –d –u 1 

# pwd 

/var/nfsroot/boot 

# gzip mfsroot 

# ls 

beastie.4th  device.hints  loader.conf  screen.4th 

boot    firmware  loader.help  support.4th 

boot0    frames.4th  loader.rc  zfs 

boot0sio  gptboot  mbr  zfsboot 

boot1    gptzfsboot  mfsroot.gz  zfsloader 

boot2    kernel  modules 

cdboot    loader  pmbr 

defaults  loader.4th  pxeboot 

全自動インストールの実行 

インストール対象サーバーの電源を投入し、事前に内蔵のHP SmartArrayコントローラーの論理ディスクを

作成しておきます。論理ディスクを作成後、管理対象のサーバーのネットワークカードを使ったPXEブート

を行います。HP ProLiantサーバーは、POST画面でF12キーを押すことでPXEブートが可能です。PXEブート後、 

FreeBSDのインストーラーが起動し自動的にインストールが始まります。install.cfgファイル等に誤りがあ

る場合は、FreeBSDのインストーラーが停止するので、再びmfsrootファイルを解凍して修正を行い、動作を

確認します。自動インストールが進んでいる様子を管理対象サーバーのインストーラーの画面で確認します。

インストールサーバーにディスプレイが搭載されていない等のヘッドレス運用の場合は、インストール対象

サーバーに搭載されたHP integreated Lights-Out 3等を使って画面を確認します。 
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図 2. インストール対象サーバーのPXEブートの様子 

図 3. インストール対象サーバーの全自動インストールが実行されている様子を 

HP integrated Lights-Out 3を使って遠隔地のPCからWebブラウザで確認 

FreeBSDの全自動インストールが終了したら、インストール対象サーバーが自動的に再起動され、FreeBSD

が正常に起動することを確認します。また、rootアカウントでログインし、ネットワーク通信が正常にでき

ている事を確認します。搭載されているCPUやメモリが正しく認識されていることも合わせて確認します。 



15 

[補足] FreeBSDにおけるマスターブートレコード（MBR）の削除方法 

MBRの削除はPXEブートの運用で必要となる場合が少なくありません。以下ではFreeBSDにおけるMBRの削除方

法を紹介します。MBRの削除を行うには、インストール対象サーバーのFreeBSD上で以下のsysctlコマンドに

よってパラメーターを設定した後、sysinstallを起動させます。 

# sysctl kern.geom.debugflags=16 

# sysinstall 

図 4. sysinstallのConfiguration MenuからFdiskを選択 

下図のFdiskの画面においてfreebsdパーティションで「D」を入力しパーティションを削除します。削除を

確定させるため「W」を入力し「Yes」を選択します。 

図 5. sysinstallのFdiskでパーティションを削除 

ブートマネージャーのインストール画面では、「None」を選択して「OK」を押します。「Wrote FDISK partition 

information out successfully」が表示されたら「OK」を押します。 

図 6. ブートマネージャーの設定では「None」を選択する 

再び図3の左の画面になり「Q」を押してFdiskを終了し、sysinstallを終了します。コマンドプロンプトが

表示されたら、rebootコマンドにより再起動させます。 

以上 




