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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もので

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。
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本ドキュメントは、ネットワークカードのPXEブート機能とHP Scripting Toolkit（以下HP STK）を組み合

わせて、HP ProLiant Gen8サーバーのハードウェア情報（BIOS、RAIDコントローラー、遠隔管理チップiLO4）

の取得と配布を行うためのサーバーの構築手順書です。PXEブートとHP STKによるHP ProLiantサーバーのハ

ードウェア情報の取得及び配布を行うサーバーを構築することにより、大量のHP ProLiantサーバーのハー

ドウェア配備の手間を大幅に削減することができます。Linuxの標準機能であるDHCP/TFTP/NFSの各種サービ

スの機能により、人間がキーボードやマウス操作によって行っていたHP ProLiantサーバーのBIOS/RAIDコン

トローラー/遠隔管理チップiLO4の設定を自動化することができます。 

PXE ブートと HP STK を組み合わせたハードウェア設定/配布サーバーについて 

最近のHP ProLiantサーバーではPXEブートによるLinuxやFreeBSD等のOSのインストールの自動化が可能と

なっていますが、同様に、HP STKをPXEブート経由で起動させることにより、HP ProLiantのBIOSやRAIDコン

トローラー等のハードウェア設定の自動化が可能です。HP STKが提供するPXEブート用のLinuxブートイメー

ジや各種ツールを読み込むことにより、BIOSやRAIDコントローラーの設定時に人間が介在するキーボードや

マウス操作等を一切行わない自動化を実現することが可能です。大量のサーバーのBIOS設定やRAIDコントロ

ーラー設定を一斉に全自動で行いたい場合に有用です。 

図 1. HP STKサーバーによるHW情報の取得と配布 

管理対象となるサーバーの

画面や電源ON/OFFを遠隔か

ら操作するために必要 

DHCP/NFS/TFTPサーバー 

管理対象サーバー群 

STK によってハー

ドウェア設定情報
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LAN 
iLO4 

本ドキュメントでは、BIOS

設定情報はbios.cfg、RAID

コントローラー設定情報は

hpsa.cfg、ilo4設定情報は

ilo4.cfgとしてNFSサーバ

ーにuploadされる 
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以下、PXEブートとHP STKによるハードウェア情報の取得と配布を実現するサーバーの作成手順です。 

本ドキュメントのSTKサーバーのOSはRHEL6.xです。STKサーバーとなるHP ProLiantを用意し、RHEL6.xをあ

らかじめインストールしておいてください。また、DHCPサービス、NFSサービス、TFTPサービスが必要とな

りますので、それらサービスを提供するパッケージをRHEL6.x環境にインストールしておいてください。特

にTFTPについてはtftp-server RPMパッケージのインストールが必要ですので注意して下さい。 

DHCP サーバーの設定 

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172.16.1.31/16とします。 

# service dnsmasq stop 

# chkconfig dnsmasq off 

# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf 

ddns-update-style interim; 

ignore client-updates; 

subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 { 

 option routers    172.16.1.31; 

 option subnet-mask    255.255.0.0; 

 option domain-name    "jpn.linux.hp.com"; 

 option domain-name-servers  172.16.1.254; 

 option time-offset  -18000;

 range dynamic-bootp 172.16.0.1 172.16.0.254;

 default-lease-time  21600;

 max-lease-time   43200;

 next-server   172.16.1.31;

 filename   "pxelinux.0";

} 

# chkconfig dhcpd on 

# service dhcpd start 

dhcpd を起動中:    [  OK  ] 

# 

# ps auxw |grep dhcp |grep -v grep 

dhcpd 28419 0.0 0.0  46508  3940 ?  Ss   18:00   0:00 /usr/sbin/dhcpd -user dhcpd -group dhcpd 

TFTPサーバーの設定 

/etc/xinetd.d/tftp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

に提供するディレクトリを指定しますが、RHELに標準で用意されている設定をそのまま利用することにしま

す。ここではtftpファイルを確認します。 

# cd /etc/xinetd.d/ 

# cat tftp 

... 

service tftp 

{ 

 disable = no 

 socket_type  = dgram 
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 protocol  = udp 

 wait  = yes 

 user  = root 

 server  = /usr/sbin/in.tftpd 

 server_args  = -s /var/lib/tftpboot 

 per_source  = 11 

 cps  = 100 2 

 flags  = IPv4 

} 

上記より、-sオプションの後の/var/lib/tftpbootディレクトリ以下にPXEブート環境の各種設定ファイルを

配置することになります。dhcpd.confファイルでfilenameに「"pxelinux.0";」を指定し、tftpファイルで

server_argsに「= -s /var/lib/tftpboot」を指定しているので、TFTPサーバーは/var/lib/tftpboot/ディ

レクトリにpxelinux.0ファイルを配置する必要があります。pxelinux.0ファイルの入手と配備は後述します。 

まず、TFTPサービスを起動させます。 

# chkconfig tftp on 

# chkconfig xinetd on 

# service xinetd reload 

設定を再読み込み:    [  OK  ] 

NFSサーバーの設定 

NFSサーバー上にSTKを配備するディレクトリ/nfsrootを作成します。 

# mkdir -p /nfsroot 

NFSサーバーの設定を行います。NFSサーバーの/etc/exportsに設定します。/nfsrootディレクトリは管理対

象となるProLiantサーバーのSTKの実行に必要です。 

# vi /etc/exports 

/nfsroot *(rw,no_root_squash) 

NFSの関連サービスを起動します。 

# service nfs start 

NFS サービスを起動中:    [  OK  ] 

NFS クォータを起動中:    [  OK  ] 

NFS デーモンを起動中:    [  OK  ] 

NFS mountd を起動中:    [  OK  ] 

# chkconfig nfs on 

NFSサービスによって/nfsrootディレクトリが提供されているか確認します。 

# showmount -e localhost 

Export list for localhost: 

/nfsroot * 
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STK の設定 

STKをNFSサーバー上に配備します。STKをHPのダウンロードサイトから入手します。 

HP Scripting Toolkit（STK）の入手先： 

h18004.www1.hp.com/products/servers/management/toolkit/stk/index.html 

上記ダウンロードサイトからhp-scripting-toolkit-linux-9.40.tar.gzを入手します。入手した

hp-scripting-toolkit-linux-9.40.tar.gzをNFSサーバーで展開します。 

# pwd 

/root 

# tar xzvf hp-scripting-toolkit-linux-9.40.tar.gz 

# cd hp-scripting-toolkit-linux-9.40/ 

# ls -F 

boot_files/  data_files/  mkiso.sh*  toolkit.conf 

conrep_xml/  extras/  mkusbkey.sh*  utilities/ 

contrib/  linux_unattend/  scripts/  windows_unattend/ 

上記全てのファイルとディレクトリをNFSサーバーの/nfsrootディレクトリにコピーします。data_filesデ

ィレクトリは空ディレクトリですが、ファイル保管用のディレクトリとして必要となりますので、全てコピ

ーします。 

# cp –a * /nfsroot/ 

管理対象となるHP ProLiantサーバーがPXEブートするのに必要なファイルvmlinuz、initrd.img、pxelinux.0

を置きます。 

# mkdir /var/lib/tftpboot/stk940 

# cd /nfsroot/boot_files/ 

# cp –a vmlinuz /var/lib/tftpboot/stk940/ 

# cp –a initrd.img /var/lib/tftpboot/stk940/ 

# cp –a pxelinux.0 /var/lib/tftpboot/ 

PXEブートに必要な設定ファイルdefaultを作成します。STKが保存されているNFSサーバーのIPアドレスは

172.16.1.31としますので、defaultファイル内では「iso1=nfs://172.16.1.31/nfsroot」と記述します。旧

バージョンのSmartStart Scripting Toolkit v8.x系とは設定すべきパラメータが異なりますので注意して

下さい。NFSサーバーの/var/lib/tftpboot/stk940ディレクトリに配置したvmlinuzファイルとinitrd.img

ファイルを参照できるようにkernel行とappend行に相対パスで記述します。 

# mkdir –p /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg 

# cd /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/ 

# vi default 

default  stk940cap 

#default  stk940dep 

#default rhel64x8664ks 

prompt  1 

timeout 300 
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label stk940cap 

kernel        stk940/vmlinuz 

append initrd=stk940/initrd.img root=/dev/ram0 rw ramdisk_size=475844 ide=nodma ide=noraid 

pnpbios=off media=net numa=off iso1=nfs://172.16.1.31/nfsroot sstk_conf=toolkit.conf 

sstk_script=/capall.sh 

label stk940dep 

kernel        stk940/vmlinuz 

append initrd=stk940/initrd.img root=/dev/ram0 rw ramdisk_size=475844 ide=nodma ide=noraid 

pnpbios=off media=net numa=off iso1=nfs://172.16.1.31/nfsroot sstk_conf=toolkit.conf 

sstk_script=/depall.sh 

RAIDコントローラーの設定の取得と配布を行うhpacuscriptingツールを編集します。hpacuscriptingツール

のHPACUCLI_BIN_INSTALLATION_DIR=行を下記のように設定します。 

# cd /nfsroot/utilities/hpacucli/ 

# ls -lF 

合計 2508 

-r-x------ 1 root root   505 12月 14 06:17 2012 hpacucli* 

-rw------- 1 root root  7757 12月 14 06:17 2012 hpacucli-9.40-12.0.x86_64.txt 

-rw-r--r-- 1 root root   20943 12月 14 06:17 2012 hpacucli.license

-r-x------ 1 root root  512  6月 26 21:02 2013 hpacuscripting* 

-r-x------ 1 root root  535  6月 26 21:01 2013 hpacuscripting.org* 

-rwxr-xr-x 1 root root 2515228 12月 14 06:17 2012 libcpqimgr-x86_64.so*

-r-x--x--x 1 root root  132  1月 31 05:11 2013 mklocks.sh* 

# cp hpacuscripting hpacuscripting.org 

# vi hpacuscripting 

... 

HPACUCLI_BIN_INSTALLATION_DIR=./ 

... 
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BIOS 設定情報を取得する STK のスクリプト作成 

BIOSの設定情報を取得するスクリプトcapbios.shは、/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/defaultファイルで

指定したcapall.shやdepall.shスクリプトから呼び出されるスクリプトとなります。BIOS設定取得用のSTK

対応のスクリプトcapbios.shを作成し、NFSサーバーの/nfsroot/scriptsディレクトリに置きます。 

# cd /nfsroot/scripts/ 

# vi capbios.sh 

#!/bin/bash 

/bin/mount -t nfs -o rw,nolock 172.16.1.31:/nfsroot /mnt 

cd /TOOLKIT/ 

./conrep -s -f /mnt/data_files/bios.cfg

cd

/bin/umount /mnt

スクリプトcapbios.shは、管理対象サーバーがPXEブートした後にSTKのconrepコマンドによってBIOS設定が

bios.cfgファイルとしてNFSサーバーの/nfsroot/data_filesディレクトリに保存されるようになっていま

す。 

BIOS設定情報を配布する STKのスクリプト作成 

BIOS設定配布用のSTK対応のスクリプトdepbios.shを作成します。 

# pwd 

/nfsroot/scripts/ 

# vi depbios.sh 

#!/bin/bash 

/bin/mount -t nfs -o rw,nolock 172.16.1.31:/nfsroot /mnt 

cd /TOOLKIT/ 

./conrep -l -f /mnt/data_files/bios.cfg

cd

/bin/umount /mnt

スクリプトdepbios.shは、管理対象サーバーがPXEブートした後にNFSサーバーの/nfsroot/data_filesディ

レクトリにあるBIOS設定情報bios.cfgファイルをSTKのconrepコマンドでロードすることにより、BIOS設定

が自動で行われるようになっています。 

HP SmartArray設定情報を取得するSTKのスクリプト作成 

HP SmartArray設定取得用のSTK対応のスクリプトcaphpsa.shを作成します。 

# pwd 

/nfsroot/scripts/ 

# vi caphpsa.sh 

#!/bin/bash 

/bin/mount -t nfs -o rw,nolock 172.16.1.31:/nfsroot /mnt 

cd /TOOLKIT/hpacucli/ 

./hpacuscripting -c /mnt/data_files/hpsa.cfg -internal

cd

/bin/umount /mnt
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スクリプトcaphpsa.shは、管理対象サーバーがPXEブートした後にSTKのhpacuscriptingコマンドによって

SmartArrayのRAID設定がhpsa.cfgファイルとしてNFSサーバーの/nfsroot/data_filesディレクトリに保存

されるようになっています。上記の例では「-internal」オプションにより内蔵SmartArray RAIDコントロー

ラーの情報を取得することになります。 

HP SmartArray 設定情報を配布する STK のスクリプト作成 

HP SmartArray設定配布用のSTK対応のスクリプトdephpsa.shを作成します。 

# pwd 

/nfsroot/scripts/ 

# vi dephpsa.sh 

#!/bin/bash 

/bin/mount -t nfs -o rw,nolock 172.16.1.31:/nfsroot /mnt 

cd /TOOLKIT/hpacucli/ 

./hpacuscripting -i /mnt/data_files/hpsa.cfg -internal -reset

cd

/bin/umount /mnt

スクリプトdephpsa.shは、管理対象サーバーがPXEブートした後にNFSサーバーの/nfsroot/data_filesディ

レクトリにあるHP SmartArray RAIDコントローラー設定情報hpsa.cfgファイルをSTKのhpacuscriptingコマ

ンドでロードすることにより、SmartArray RAIDコントローラーのRAID設定が自動で行われるようになって

います。 

HP iLO4設定情報を取得する STKのスクリプト作成 

iLO4情報取得用のSTK対応のスクリプトcapilo4.shを作成します。 

# pwd 

/nfsroot/scripts/ 

# vi capilo4.sh 

#!/bin/bash 

/bin/mount -t nfs -o rw,nolock 172.16.1.31:/nfsroot /mnt 

cd /TOOLKIT/ 

/bin/modprobe hpilo 

./hponcfg -w /mnt/data_files/ilo4.cfg

cd

/bin/umount /mnt

スクリプトcapilo4.shは、管理対象サーバーがPXEブートした後にSTKのhponcfgコマンドによってHP 

ProLiantの遠隔管理チップiLO4の設定がiLO4.cfgファイルとしてNFSサーバーの/nfsroot/data_filesディ

レクトリに保存されるようになっています。 

HP iLO4設定情報を配布する STKのスクリプト作成 

iLO4設定配布用のSTK対応のスクリプトdepilo4.shを作成します。 

# pwd 

/nfsroot/scripts/ 

# vi depilo4.sh 
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#!/bin/bash 

/bin/mount -t nfs -o rw,nolock 172.16.1.31:/nfsroot /mnt 

cd /TOOLKIT/ 

/bin/modprobe hpilo 

./hponcfg -f /mnt/data_files/ilo4.cfg

cd

/bin/umount /mnt

HP iLO4を使って管理対象サーバーの電源を OFFにする STKのスクリプトの作成 

iLO4を使って管理対象サーバーの電源をOFFにするSTK対応のスクリプトpoweroff.shを作成します。 

# pwd 

/nfsroot/scripts/ 

# vi poweroff.sh 

#!/bin/bash 

/bin/mount -t nfs -o rw,nolock 172.16.1.31:/nfsroot /mnt 

cd /TOOLKIT/ 

/bin/modprobe hpilo 

./hponcfg -f /mnt/data_files/Set_Virtual_Power_BTN.xml

スクリプトpoweroff.shは、hponcfgコマンドにXMLファイルをロードさせることによりiLO4仮想電源ボタン

経由で管理対象サーバーの電源をOFFにします。設定取得後に管理対象サーバーの電源をOFFにすることで、

管理対象サーバーがPXEブートを繰り返さないようにします。 

上記スクリプトで指定しているXMLファイルを作成します。 

# cd /nfsroot/data_files 

# vi Set_Virtual_Power_BTN.xml 

<RIBCL VERSION="2.0"> 

 <LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

 <SERVER_INFO MODE="write"> 

 <HOLD_PWR_BTN/> 

 </SERVER_INFO> 

   </LOGIN> 

</RIBCL> 

BIOS/SmartArray/iLO4設定情報の取得をバッチ処理するスクリプトの作成 

上記の取得用スクリプトcapbios.sh、caphpsa.sh、capilo4.sh、poweroff.shを一括して実行するバッチ・

スクリプトcapall.shを作成します。 

# pwd 

/nfsroot/scripts/ 

# vi capall.sh 

#!/bin/sh 

./capbios.sh
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./caphpsa.sh

./capilo4.sh

./poweroff.sh

BIOS/SmartArray/iLO4設定情報の配布をバッチ処理するスクリプトの作成 

同様に、配布用スクリプトdepbios.sh、dephpsa.sh、depilo4.shを一括して実行するバッチ・スクリプト

depall.shを作成します。 

# pwd 

/nfsroot/scripts/ 

# vi depall.sh 

#!/bin/sh 

./depbios.sh

./dephpsa.sh

./depilo4.sh

./poweroff.sh

上記capall.shとdepall.shは、/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/defaultファイルに指定したものです。管

理対象がPXEブート後、defaultファイルに指定したvmlinuzとinitrd.imgファイルがロードされ、内蔵ディ

スク等を一切使わずにオンメモリで起動し、上記capall.shスクリプトまたはdepall.shスクリプトがロード

されてSTKが実行されます。上記全てのスクリプトに実行権限が付与されているかを確認します。付与され

ていない場合はchmod 755で実行権限を付与します。 

# pwd 

/nfsroot/scripts 

# ls -lF 

合計 96 

-rwxr-xr-x 1 root root   63  7月 23 18:05 2013 capall.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root  143  7月 17 22:55 2013 capbios.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root  167  7月 17 22:55 2013 caphpsa.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root  160  7月 23 18:06 2013 capilo4.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root 2669  1月 31 05:11 2013 capture.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root   63  7月 23 18:04 2013 depall.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root  143  7月 17 22:56 2013 depbios.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root  174  7月 17 22:55 2013 dephpsa.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root  160  7月 23 18:06 2013 depilo4.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root 2365  1月 31 05:11 2013 deploy.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root 2086  1月 31 05:11 2013 firmware_update.sh*

-rw-rw-rw- 1 root root 8234  1月 31 05:04 2013 includes

-rwxr-xr-x 1 root root 5040  1月 31 05:11 2013 install_centos5.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root 5506  1月 31 05:11 2013 install_rhel4.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root 6548  1月 31 05:11 2013 install_win.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root 5858  1月 31 05:11 2013 install_win2k8.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root  157  7月 23 18:04 2013 poweroff.sh*

-rwxr-xr-x 1 root root   28  1月 31 05:11 2013 shell.sh*
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BIOS、HP SmartArray RAID コントローラー、iLO4 の設定情報の取得 

NFSサーバーと同一LANセグメントに配置した管理対象サーバーの電源を投入し、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、STKのcapall.shスクリプトがロードされ、NFSサーバーの

/nfsroot/data_filesディレクトリにbios.cfg、hpsa.cfg、ilo4.cfgファイルが自動的にアップロードされ

るはずです。STKの実行が進んでいる様子は管理対象サーバーのiLO4の画面で確認できます。 

図 2. 管理対象のHP ProLiant Gen8サーバーのPXEブートの様子 

図 3. 管理対象サーバー上でSTKがオンメモリで実行されている様子 
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図 4. 管理対象サーバーで実行されたSTKが、NFSサーバーの/nfsroot/data_filesディレクトリに

bios.cfg、hpsa.cfg、ilo4.cfgファイルをアップロードしたことがわかる 

STKによってBIOS、RAIDコントローラー、iLO4の設定情報の取得ができたかを確認します。 

# cd /nfsroot/data_files/ 

# ls –lF 

合計 104 

-rw-r--r-- 1 root root 23412  6月 27 16:34 2013 bios.cfg

-rw-r--r-- 1 root root   732  6月 27 18:23 2013 hpsa.cfg

-rw-r--r-- 1 root root  1775  6月 27 16:34 2013 ilo4.cfg

BIOS、HP SmartArray RAIDコントローラー、iLO4の設定情報の配布 

取得したBIOS設定情報を他の同機種のサーバーに展開します。もし何かBIOSの設定情報を変更したものを配

布したい場合は、bios.cfgファイルを適宜編集します。以下では、Hyper-ThreadingとCPUの仮想化機能を

Disableにし、BIOSを日本語表示する設定を配布する例を示します。まず、取得たBIOS設定ファイルbios.cfg

ファイルを編集します。bios.cfgファイルの「Intel_Hyperthreading」セクションの値をEnabledから

Disabledに変更します。CPUの仮想化機能は「CPU_Virtualization」セクションの値をDisabledに変更しま

す。日本語にするには、「Language」セクションの値を「JPNJPNus」にします。 

# cd /nfsroot/data_files/ 

# cp bios.cfg bios.cfg.org 

# vi bios.cfg 

... 

<Section name="Language" helptext="Defines current language identifier">JPNJPNus  </Section> 

... 

... 

<Section name="CPU_Virtualization" helptext="When enabled, a Virtual Machine Manager supporting 

this feature can utilize hardware capabilities provided by the server.">Disabled</Section> 

... 

  <Section name="Intel_Hyperthreading" helptext="Toggles hyperthreading on Intel based G6 

and greater systems">Disabled</Section> 

... 
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管理対象サーバーのPXEブート後、STKによってdepall.shがロードされるようにするため、NFS/PXEサーバー

の/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/defaultファイルの「default stk940cap」をコメントアウトし、

「default stk940dep」のコメントアウトの記号「#」を外します。 

# cd /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/ 

# vi default 

#default stk940cap 

default stk940dep 

prompt  1 

timeout 300 

label stk940cap 

kernel        stk940/vmlinuz 

append initrd=stk940/initrd.img root=/dev/ram0 rw ramdisk_size=475844 ide=nodma ide=noraid 

pnpbios=off media=net numa=off iso1=nfs://172.16.1.31/nfsroot sstk_conf=toolkit.conf 

sstk_script=/capall.sh 

label stk940dep 

kernel        stk940/vmlinuz 

append initrd=stk940/initrd.img root=/dev/ram0 rw ramdisk_size=475844 ide=nodma ide=noraid 

pnpbios=off media=net numa=off iso1=nfs://172.16.1.31/nfsroot sstk_conf=toolkit.conf 

sstk_script=/depall.sh 

これで、管理対象がPXEブート後に、stk940depのエントリーが実行され、STKのスクリプトdepall.shがロ

ードされるようになります。BIOS以外のSmartArrayコントローラーやiLO4の設定の配布を行いたくない場合

は、depall.shスクリプトの中のスクリプト名を適宜コメントアウト（「#」記号を行頭に挿入）して下さい。

以下の例では、HP SmartArrayとiLO4の設定情報の配布は行わずにBIOSの設定情報のみを配布するdepall.sh

スクリプトの例です。 

# cd /nfsroot/scripts/ 

# cat depall.sh 

./depbios.sh

#./dephpsa.sh

#./depilo4.sh

./poweroff.sh

再度、管理対象サーバーをPXEブートさせて、STKによってbios.shがロードされているかをiLO4等の遠隔管

理画面で確認して下さい。また起動後、bios.cfgで変更したとおり、Hyper ThreadingとCPU Virtualization

が無効になっているかをBIOS画面等で確認してください。 



OpenSource/Linux技術文書 

17 

図 5. 管理対象のHP ProLiant Gen8サーバーのBIOS画面でIntel Hyperthreadingが無効になっている

ことがわかる。また、BIOS自体も日本語表示になっていることがわかる 
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HP SmartArray B120i/B320i の擬似 RAID 設定の配布と Kickstart インストール 

HP ProLiantサーバーにはHP SmartArray B120iやB320iといったRAIDコントローラーが搭載されている機種

があります。このB120iやB320iコントローラーは、BIOS設定で、HP SmartArrayが提供するRAIDモードとAHCI

モード、レガシーSATAモードに切り替えることができます。B120iやB320iは、RAID構成を組む事が可能です

が、完全なRAIDではなくCPUの力を借りる擬似RAID（fakeRAID）と呼ばれるもので、HP SmartArray P410i等

の完全なハードウェアRAIDコントローラーとは異なり、あくまで擬似的なRAIDコントローラーです。 

BIOSで設定可能な、B120iやB320iの各モード： 

 HP SmartArrayのRAIDモード ：擬似RAIDとして利用する場合に設定 

 AHCIモード   ：SATA拡張機能に対応したモード（擬似RAID構成はできない） 

 レガシーSATAモード  ：旧来のSATAモード（擬似RAID構成はできない） 

この擬似RAIDを利用するには、Linuxの各ディストリビューションに対応したHP提供のドライバー・アップ

デート・ディスク（以下、DUDと呼ぶ）をOSインストール時に必要とします。Red Hat系Linuxディストリ

ビ ューションにおいて無人インストールを行うには、Kickstartが利用可能ですが、B120iコントローラー
を搭載したHP ProLiantサーバーで擬似RAIDモードによってRAID構成を組んだ論理ディスク上にOSをイン

ストールするには、OSのインストール開始時にAHCIを無効にするブート・パラメーターと、Kickstartイ

ンストール設定ファイルにDUDをロードする記述が必要となります。以下では、その設定手順を述べます。 

まず、LinuxのインストーラーでAHCIのロードを無効にするブート・パラメーターblacklist=ahciをPXE

サーバーのdefaultファイルに記載します。（B320iの場合、blacklist=ahciの記述は不要です） 

# cd /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/ 

# vi default 

default rhel64x8664ks 

... 

label          rhel64x8664ks 

kernel         rhel64x8664/vmlinuz 

append  initrd=rhel64x8664/initrd.img ks=http://172.16.1.31/rhel64x8664/ks.cfg 

ksdevice=link blacklist=ahci 

KickstartファイルとLinuxディストリビューションをHTTP経由でインストールするため、PXE/NFSサー

バーでhttpdサービスを起動する前に、HTTPサービスがRHEL標準の/var/www/htmlディレクトリで提供さ

れているか確認します。 

# grep "/var/www/html" /etc/httpd/conf/httpd.conf 

DocumentRoot "/var/www/html" 

<Directory "/var/www/html"> 

PXE（兼NFSサーバー）でHTTPサービスを起動します。 

# chkconfig httpd on 

# service httpd start 

/var/www/html以下にLinux ディストリビューションのisoイメージを配置します。今回はRHEL6.4をイ

ンストールしますので、ディレクトリ名を「rhel64x8664」にします。 

# cd /var/www/html 

# mkdir rhel64x8664 
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RHEL6.4 x86-64版のDVD isoイメージをrhel64x8864ディレクトリに置きます。また入手したisoイメージが

破損していないか、md5sumコマンド等でチェックサムもチェックしておいて下さい。 

# cd /var/www/html/rhel64x8664/ 

# ls -l 

合計 3633176 

-rw-r--r-- 1 root root 3720347648  2月 25 13:13 2013 RHEL6.4-20130130.0-Server-x86_64-DVD1.iso

# md5sum RHEL6.4-20130130.0-Server-x86_64-DVD1.iso 

467b53791903f9a0c477cbb1b24ffd1f  RHEL6.4-20130130.0-Server-x86_64-DVD1.iso 

RHEL6.4のインストールDVDのISOイメージをマウントします。 

# pwd 

/var/www/html/rhel64x8664/ 

# mkdir dvd 

# mount -o loop RHEL6.4-20130130.0-Server-x86_64-DVD1.iso dvd/ 

# df -HT 

Filesystem  Type  Size  Used  Avail Use% マウント位置 

/dev/sda3  ext4  736G  14G  686G   2% / 

tmpfs  tmpfs  1.6G  332k  1.6G   1% /dev/shm 

/dev/sda1  ext4  305M  63M  227M  22% /boot 

/var/www/html/rhel64x8664/RHEL6.4-20130130.0-Server-x86_64-DVD1.iso 

 iso9660  3.8G  3.8G  0 100% /var/www/html/rhel64x8664/dvd 

（HTTPサーバーを再起動するとmountは解除されますので、再起動後も自動的にマウントされる等の設定を

行っておくことをお勧めします） 

B120i用のDUDをHPのダウンロードサイトから入手します。 

h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?

lang=en&cc=us&prodType

Id=15351&prodSeriesId=5287871&prodNameId=5287969&swEnvOID=4103&swLang=8&mode=2&taskId

=135&swIte m=MTX-e72f1482913b4b05bbf8743c18 

上記URLには、RHELのバージョン毎にDUDが用意されていますので、インストールをするRHELのバージョン

に合ったDUDをダウンロードします。RHEL6.4用のDUDは、hpvsa-1.2.6-13.rhel6u4.x86_64.dd.gzで

す。DUDをHTTPサーバー上に配置するため、入手したhpvsa-1.2.6-13.rhel6u4.x86_64.dd.gzを/var/

www/html/dudディレクトリにコピーし、gunzipコマンドで解凍します。 

# cd /var/www/html 

# mkdir dud 

# cd dud 

# gunzip hpvsa-1.2.6-13.rhel6u4.x86_64.dd.gz 

# ls -l 

合計 1256 

-rwxr--r-- 1 root root 1286144  6月 27 18:03 2013 hpvsa-1.2.6-13.rhel6u4.x86_64.dd

これで、DUDをHTTPサーバーに配置できましたので、このDUDをKickstartインストール時にロードする

Kickstart設定ファイルks.cfgを用意します。以下のks.cfgファイルのように、driverdiskの行でDUDを

指定し、url行でDVDのisoイメージが展開されたトップ・ディレクトリを適切に指定してください。 
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# cd /var/www/html/rhel64x8664/ 

# vi ks.cfg 

install 

driverdisk --source=http://172.16.1.31/dud/hpvsa-1.2.6-13.rhel6u4.x86_64.dd 

url --url=http://172.16.1.31/rhel64x8664/dvd 

lang en_US.UTF-8 

keyboard us 

network --onboot yes --device eth0 --bootproto static --ip 172.16.38.1 --netmask 255.255.0.0 

--gateway 172.16.1.1 --nameserver 172.16.1.254  --noipv6 --hostname a02 

rootpw  password 

firewall --disabled 

authconfig --enableshadow --passalgo=sha512 

selinux --disabled 

timezone Asia/Tokyo 

bootloader --location=mbr --driveorder=sda --append="rhgb crashkernel=auto quiet" 

zerombr yes 

clearpart --initlabel --drives=sda --all 

part /boot  --fstype=ext4   --asprimary --ondisk=sda --size=300 

part swap     --asprimary --ondisk=sda --size=2048 

part /    --fstype=ext4   --asprimary --ondisk=sda --size=100 --grow 

reboot 

repo --name="Red Hat Enterprise Linux"  --baseurl=http://172.16.1.31/rhel64x8664/dvd/ --cost=100 

%packages 

@additional-devel 

@backup-client 

@backup-server 

@base 

@cifs-file-server 

@client-mgmt-tools 

@compat-libraries 

@console-internet 

@core 

@debugging 

@basic-desktop 

@desktop-debugging 

@desktop-platform 

@desktop-platform-devel 

@development 

@dial-up 

@directory-client 

@directory-server 

@mail-server 

@eclipse 

@emacs 

@ftp-server 
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@fonts 

@general-desktop 

@graphical-admin-tools 

@graphics 

@hardware-monitoring 

@input-methods 

@internet-browser 

@japanese-support 

@java-platform 

@large-systems 

@legacy-unix 

@legacy-x 

@mainframe-access 

@system-management-messaging-client 

@nfs-file-server 

@network-server 

@storage-server 

@network-file-system-client 

@network-tools 

@php 

@performance 

@perl-runtime 

@remote-desktop-clients 

@system-management-snmp 

@scientific 

@security-tools 

@server-platform 

@server-platform-devel 

@server-policy 

@storage-client-multipath 

@system-management 

@system-admin-tools 

@system-management-messaging-server 

@tex 

@technical-writing 

@virtualization 

@virtualization-client 

@virtualization-platform 

@virtualization-tools 

@web-server 

@web-servlet 

@x11 

@storage-client-iscsi 

libXinerama-devel 

openmotif-devel 

libXmu-devel 
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xorg-x11-proto-devel 

startup-notification-devel 

libgnomeui-devel 

libbonobo-devel 

junit 

libXau-devel 

libgcrypt-devel 

popt-devel 

libdrm-devel 

libXrandr-devel 

libxslt-devel 

libglade2-devel 

gnutls-devel 

mtools 

pax 

python-dmidecode 

oddjob 

sgpio 

genisoimage 

wodim 

abrt-gui 

desktop-file-utils 

ant 

rpmdevtools 

jpackage-utils 

rpmlint 

certmonger 

pam_krb5 

krb5-workstation 

samba 

netpbm-progs 

tcp_wrappers 

openmotif 

xterm 

libXmu 

libXp 

radvd 

ebtables 

perl-DBD-SQLite 

numpy 

atlas 

compat-openmpi 

compat-openmpi-psm 

hmaccalc 

crypto-utils 

scrub 
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libvirt-java 

certmonger 

perl-CGI 

%end 

各種パッケージの指定は、管理対象サーバーで利用する用途に応じて適宜決定して下さい。通常は、インス

トール対象が複数ある場合、インストール対象の1台を手動インストールし、/rootディレクトリに自動的に

生成されたanaconda-ks.cfgファイルを参考にks.cfgファイルを作成するとよいでしょう。 

管理対象サーバーがPXEブート後にKickstartインストールが開始されるようにするため、以下のように、

NFS/PXEサーバーの/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/defaultファイルの「default stk940cap」と「default 

stk940dep」の行を「#」を挿入することによりコメントアウトし、「default rhel64x8664ks」のエントリ

ーが選択されるようにします。 

# cd /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/ 

# vi default 

#default stk940cap 

#default stk940dep 

default rhel64x8664ks 

prompt  1 

timeout 300 

... 

... 

label          rhel64x8664ks 

kernel         rhel64x8664/vmlinuz 

append  initrd=rhel64x8664/initrd.img ks=http://172.16.1.31/rhel64x8664/ks.cfg ksdevice=link 

blacklist=ahci 

上記で、RHELをKickstartインストールする準備が整いました。管理対象サーバーをPXEブートさせ、B120i

コントローラー配下のディスクがRAIDで構成され、かつRAIDモードでインストールできているかを確認して

ください。 
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FAQ 

Q1. LinuxのインストーラーがB120i配下のディスクを見つけられない。 

A1. インストール対象のHP ProLiantサーバーのB120iコントローラーでRAID0またはRAID1の論理ディスク

を作成できていない可能性があります。/nfsroot/data_files/hpsa.cfgファイルで適切にRAIDが構成できる

設定の記述かどうかを再度確認してください。 

Q2. B120i配下の物理ディスク3本でRAID5を構成したいので、hpsa.cfgでRAID=5と設定したがRAID5が構成で

きない。 

A2. HP Dynamic SmartアレイRAIDコントローラーは、オプションの512MB FBWCモジュールが取り付けられて

いれば、RAID 5をサポートします。512MB FBWCモジュールが取り付けられているかを確認して下さい。 

Q3. hpsa.cfgでRAID=1に設定し、Linuxのインストーラーがdriverdiskのロードに成功しているのにもかか

わらず、複数の物理ディスクのうち1つにしかOSがインストールされていない。B120i配下のディスクが、RAID

構成になっていないように見受けられる。 

A3. 管理対象サーバーのBIOSでのB120iコントローラーの設定がレガシーSATAモード等になっており、HP 

SmartArrayモードになっていない可能性があります。BIOSでHP SmartArrayモードに切り替えて下さい。 

Q4. SmartStart Scripting Toolkit for Linux v8.xを使って問題なく利用できていたdefaultファイル

（/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/ディレクトリで利用）を、そのままSTK for Linux v9.xの環境で利用

すると、管理対象サーバーのPXEブート後、NFSサーバーへのマウントに失敗する。 

A4. SmartStart Scripting Toolkit for Linux v8.xとSTK for Linux v9.xでは、defaultファイルにおける

NFSサーバーの指定を行うためのパラメータなどが異なります。STK for Linux 9.xでは、本書で記述したパ

ラメータを指定してください。 

Q5. hponcfgコマンドに渡すXMLファイルの記述例を知りたい。 

A5.HPから無償提供されている「HP Lights-Out XML PERL Scripting Sample for Linux」に様々なXMLファ

イルのサンプルが収録されています。HPのダウンロードサイトから入手して、ご利用下さい。 

以上 




