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1
Microsoft System Center 2012 Virtual 
Machine Manager 用 Dell Lifecycle 
Controller Integration について
Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager（SC2012 VMM）用 Dell Lifecycle Controller 
Integration（DLCI）は、ハードウェア設定を可能にし、Dell サーバーでのオペレーティングシステム導入を
シンプル化して改善するソリューションを提供します。このプラグインは、Lifecycle Controller 搭載の 
Integrated Dell Remote Access Controller（iDRAC）のリモート導入機能を使用します。

Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration を使用す

ることにより、次の操作が可能になります。

• サーバーコンプライアンスのチェック — Dell サーバーが準拠していることを確認します。

Dell サーバーのコンプライアンス - SC2012 用 DLCI で使用可能な機能を使用するには、Dell サーバーに

必要なバージョンの iDRAC、Lifecycle Controller（LC）、および BIOS がある必要があります。

SC 2012 VMM 用 DLCI は、上記のソフトウェアの必要なバージョンがあるかどうかをチェックし、それ

らの必要なバージョンがある場合は、サーバーが準拠していると見なされます。

• 未割り当ての Dell サーバーの自動検出 — 工場から出荷された Dell サーバーをネットワークに接続し、

サーバーの電源を投入してからプロビジョニングサーバーの詳細を入力することによって、サーバーを自

動的に検出されます。

アプライアンスによって検出されたサーバーは、未割り当てサーバーとして認識され、これらのサーバー

にオペレーティングシステムの導入を行うことができます。

• 未割り当て Dell サーバーの手動検出 — 第 13 世代の Dell PowerEdge サーバーを検出し、仮想環境にサ

ーバーを導入します。

• 検出されたサーバーのインベントリの表示 — Dell サーバーに関する重要なインベントリ詳細が表示され

ます。

• 理想的なサーバの設定（ 適設定（Golden Configuration）とも呼ばれます）の準備 — この設定を仮想

環境に導入されるサーバーに複製します。

– 起動順序と BIOS に対する 適設定を編集および変更します。

• プロファイルとテンプレートを作成および維持します。

• Microsoft Windows プレインストール環境（WinPE）のカスタマイズ — 新の Dell OpenManage 

Deployment Toolkit（DTK）ドライバで、カスタマズされた WinPE イメージを準備します。

• 工場から出荷された 新ドライバパック同梱の 新サーバーに対しては、LC ドライバインジェクション

機能を利用します。

Lifecycle Controller（LC）のドライバインジェクション機能を使用した、または利用しないハイパーバ

イザーの導入 — DLCI アプライアンスから、 適サーバー設定に基づくハイパーバイザーの導入を行い、

起動順序設定、BIOS、RAID 設定を複製します。
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• DLCI コンソールから iDRAC コンソールを起動してインベントリ情報を表示し、トラブルシューティング

を行います。

• ジョブの情報の表示 — DLCI アプライアンスで実行されたさまざまなジョブに関して記録された情報を

表示します。

Microsoft System Center Virtual Machine Manager についての情報は、Microsoft の文書を参照してくださ

い。

この文書には、DLCI アプライアンスのインストールに必要な前提条件と対応ソフトウェアに関する情報が記

載されています。DLCI アプライアンスのリリース日から長期間経過した後でこのバージョンの DLCI アプ

ライアンスをインストールしている場合は、dell.com/support で本書のアップデートバージョンの有無をチ

ェックしてください。
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2
SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドイン
での作業
SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインでの作業には、次の作業があります。

• システム要件を確認および完了し、SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインをインストールする。

「SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインのインストール」を参照してください。

• DLCI コンソールを VMM コンソールにインポートする。「DLCI の VMM コンソールへのインポート」を

参照してください。

• DLCI コンソールを VMM コンソールに表示する。「DLCI コンソールの表示」を参照してください。

• DLCI コンソールをアンインストールする。「DLCI コンソールのアンインストール」を参照してください。

 

DLCI コンソールアドインのインストール

SC 2012 VMM 用 DLCI の使用を開始する前に、SC2012 VMM コンソールがインストールされているシステ
ムに DLCI コンソールをインストールする必要があります。DLCI コンソールをインストールした後、DLCI 
コンソールを SC 2012 VMM コンソールにインポートすることができます。

前提条件：SC2012 VMM SP1 または SC2012 VMM R2 コンソールがインストールされていること。

DLCI コンソールをセットアップと設定から初めてインストールする場合は、手順 2 から開始し、それ以外の

場合は 1 から開始します。

DLCI コンソールをインストールするには、次の手順に従います。

1. DLCI 管理ポータル — SC2012 VMM で、設定 → ダウンロードをクリックします。

2. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインインストーラ で、インストーラをダウンロード をクリック
してこの場所にファイルを保存します。

3. インストーラファイルを実行します。

4. SC2012 VMM 用 DLCI コンソール の ようこそ ページで 次へ をクリックします。

5. ライセンス契約 で、ライセンス契約の条件に同意します を選択して 次へ をクリックします。

6. 宛先フォルダ では、デフォルトのインストール先フォルダが選択されています。変更 をクリックし、変
更を完了して 次へ をクリックします。

7. プログラムインストールの準備完了 で、インストール をクリックします。

8. InstallShield ウィザードの完了 で、完了 をクリックします。

インストールの修復または削除を行うには、次の手順を実行します。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドイン インストーラを実行します。

2. プログラムメンテナンス で、削除 または修復 を選択して 次へ をクリックします。

3. プログラムの修復または削除の準備完了 で、インストール をクリックします。
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4. 削除または修復作業が完了したら、完了 をクリックします。

DLCI コンソールの VMM へのインポート

DLCI アプライアンスで作業するには、DLCI コンソールを VMM コンソールにインポートする必要がありま
す。
DLCI アプライアンスとの接続を機能させるには、Web ブラウザで、プロキシ設定をクリアします。ただし、
Web ブラウザのプロキシ設定が設定済みの場合は、プロキシ例外リストに DLCI アプライアンスの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を含めます。
VMM コンソールに DLCI コンソールをインポートするには、次の手順を実行します。

1. SC2012 VMM で、設定 をクリックします。

2. ホーム リボンで、コンソールのアドインをインポート をクリックします。

3. コンソールのアドインのインポート ウィザードの インポートするアドインを選択 で、SC2012 VMM 用 
DLCI コンソールアドイン（DLCI_VMM_Console_Addin.zip）まで移動して 次へ をクリックします。

4. 設定の確認 で必要な設定が行われていることを確認してから、完了 をクリックします。

DLCI コンソールが VMM コンソールにインポートされ、VM およびサービス → すべてのホスト で利用

できるようになっています。

DLCI コンソールの表示

SC2012 VMM の DLCI コンソールを表示します。
SC2012 VMM で DLCI コンソールを表示するには、次の手順を実行します。

1. SC2012 VMM で、ファブリック を選択し、すべてのホスト を選択します。

2. ホーム リボンで DLCI コンソール を選択します。

DLCI コンソールのアンインストール

DLCI コンソールをアンインストールするには、次の手順を実行します。

1. SC2012 VMM で、設定 をクリックします。

2. コンソールアドイン の 設定 で、SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドイン を選択します。

3. ホーム で 削除 をクリックします。
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3
はじめに

管理システムは、SC2012 VMM 用 DLCI アプライアンス仮想マシンとも呼ばれる Microsoft System Center 
2012 Virtual Machine Manager（SC2012 VMM）用 Dell Lifecycle Controller Integration（DLCI） が存在

し、そのコンポーネントがインストールされているシステムです。SC2012 VMM 用 DLCI アプライアンス仮

想マシンのコンポーネントは、次のとおりです。

• SC2012 VMM 用 DLCI 統合ゲートウェイと呼ばれる、Microsoft System Center 2012 Virtual Machine 
Manager（SC2012 VMM）用 Dell Lifecycle Controller Integration（DLCI）統合ゲートウェイ

• SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインと呼ばれる、Microsoft System Center 2012 Virtual Machine 
Manager（SC2012 VMM）用 Dell Lifecycle Controller Integration（DLCI）コンソールアドイン

 

DLCI 管理ポータルへのログオン — SC2012 VMM 
SC2012 VMM 用 DLCI アプライアンス仮想マシンから、DLCI 管理ポータル - SC2012 VMM の URL をメモし
ます。
DLCI 管理ポータル — SC2012 VMM にログオンするには、次の手順を実行します。

Web ブラウザで次の URL、https://<IP Address> または <FQDN>（たとえば、192.168.20.30 または 
DLCIforSC2012vmm.myorgdomain.com）にアクセスします。SC2012 VMM 用 DLCI 仮想マシンの設定
中に提供されるユーザーの資格情報を使用して、DLCI 管理ポータル — SC2012 VMM にログインしま
す。

DLCI 管理ポータルの使用 — SC2012 VMM

DLCI 管理ポータル — SC2012 VMM のユーザーインタフェースには、次のオプションがあります。
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図 1. DLCI 管理ポータル — SC2012 VMM

1. 見出しバナー — 製品名および次のオプションが表示されます。

• 管理 — SC2012 VMM 用 DLCI — 管理ポータルにログインしたユーザーの情報が表示されます。

• ログアウト — SC2012 VMM 用 DLCI 管理ポータルからログアウトします。

• バージョン情報 — SC2012 VMM 用 DLCI のバージョン情報が表示されます。

• ヘルプ — 状況依存オンラインヘルプを起動します。

2. ナビゲーションペイン：次のオプションが用意されています。

• SCVMM 登録

• アプライアンスの詳細

• ユーザー管理

• ジョブ

• ダウンロード

• ライセンス情報

• アクティビティログ

• 設定

– Service Pack の更新

– ログ

3. コンソールエリア — ナビゲーションペインで選択したオプションの情報が表示されます。

SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインへのログオン

SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインにログオンするには、次の手順を行います。

1. SC2012 VMM で、ファブリック を選択し、すべてのホスト を選択します。

2. ホーム リボンで DLCI コンソール を選択します。
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SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインの使用 

DLCI コンソールアドインのユーザーインタフェースには次のオプションがあります。

図 2. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドイン

1. 見出しバナー — 製品名および次のオプションが表示されます。

• < ドメイン >\Administrator — SC2012 VMM 用 DLCI にログインしているユーザーについての情報
が表示されます。

• バージョン情報 — SC2012 VMM 用 DLCI のバージョン情報が表示されます。

• ヘルプ — 状況依存オンラインヘルプを起動します。

2. ナビゲーションペイン — 次のオプションが用意されています。
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• ホーム — SC2012 VMM 用 DLCI のダッシュボードが表示されます。

• プロファイルとテンプレート

– 展開テンプレート

– ハードウェアプロファイル

– ハイパーバイザープロファイル

– 資格情報プロファイル

• デバイスインベントリ

• 導入ウィザード

• WinPE のアップデート

• ジョブ

3. コンソールエリア — ナビゲーションペインで選択したオプションの情報が表示されます。

メモ: SC2012 VMM 用 DLCI コンソールでは、たとえばハードウェアプロファイルのウィザードを

使用している間に SC2012 VMM コンソール内の他のタブまたはリンクに移動して、再度 SC2012 

VMM 用 DLCI コンソールアドインを表示させた場合、移動前に入力した情報は保存されず、DLCI 

コンソールにはホームページが表示されます。
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4
ユーザーシナリオ
本項では、以下のユーザーシナリオについて説明します。

• サーバーの検出について

• Dell サーバーの自動検出

• Dell サーバーの手動検出

• インベントリおよび準拠ステータス

• サーバーの削除について

• ゴールデン構成の取り込み 

• ハイパーバイザー展開

 

サーバーの検出について

サーバーの検出動作の詳細に関しては、「サーバー検出」を参照してください。

Dell サーバーの自動検出

工場出荷状態の Dell サーバーをネットワークに接続し、DLCI アプライアンスのサーバーの電源をオンにす
ると、サーバーが自動的に検出されます。

自動でサーバーを検出する方法は、次を参照してください。

1. Dell サーバーの準拠

2. 自動検出を使用した未割り当てサーバーの検出

サーバーの手動検出

仮想環境で展開する既存のサーバーを検出します。

手動でサーバーを検出する方法は、次を参照してください。

1. Dell サーバーの準拠

2. Dell サーバーの検出

インベントリおよび準拠ステータス

仮想環境に展開する Dell サーバーのインベントリの詳細を表示し、iDRAC が Dell の推奨項目に準拠してい
るかを確認することができます。

インベントリの詳細を表示するには、次を参照してください。
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1. Dell サーバーの準拠

2. Dell サーバー準拠の前提条件

3. インベントリでの作業

4. DLCI コンソールからのサーバーの削除

サーバーの削除について

SC 2012 VMM 用 DLCI でサーバーを削除する方法に関しては、「DLCI コンソールからのサーバーの削除」を

参照してください。

ゴールデン構成の取り込み

ゴールデン構成とも呼ばれる理想的な構成でサーバーを準備し、仮想環境に展開するすべてのサーバーにそ
の構成を複製できます。ゴールデン構成は編集および変更することもできます。

ゴールデンイメージを取り込みそれを使用する手順は、次を参照してください。

1. ゴールデン構成

2. 理想的な構成のサーバーが検出され、使用可能なことを確認します。サーバーの検出の詳細に関して

は、要件に応じて、「Dell サーバーの自動検出」または「Dell サーバーの手動検出」を参照してくださ

い。

3. 理想的な構成を記録するには、ハードウェアプロファイルを作成する必要があります。ハードウェアプ

ロファイルを作成するには、「ハードウェアプロファイルの作成」を参照してください。

4. 構成を変更する場合は、「ハードウェア構成プロファイルの変更」を参照してください。

ハイパーバイザー展開

SC2012 VMM 用 DLCI を使用して、ゴールデンサーバー構成に基づいたハイパーバイザー展開、BIOS、
RAID、および起動順序の設定の複製、 新ドライバパックが搭載された工場出荷時状態のサーバーの LC ド
ライバ挿入機能の活用、を行うことができます。これにより、 新のドライバパックをダウンロードして 
SC2012 VMM 環境を準備する作業を省略できます。

工場出荷時の 新のドライバおよび帯域外ドライバ

が必要な場合

ハイパーバイザープロファイルの作成中に、LC

（Lifecycle Controller）ドライバの挿入を有効にしま

す。

既存のハードウェア構成を保持する場合 展開テンプレートの作成中に、ハイパーバイザープ

ロファイルのみを選択します。

ハイパーバイザー展開の作業には、次を参照してください。

1. 「展開について」の情報を確認

2. 資格情報プロファイルの作成

3. ハードウェアプロファイルの作成

4. ハイパーバイザープロファイルの作成

5. 展開テンプレートの作成

6. オペレーティングシステムの展開
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5
オペレーティングシステムの展開のための
環境のセットアップ
オペレーティングシステム展開用に環境をセットアップするには、次の手順を実行します。

1. ゴールデン構成を準備します。

2. 物理コンピュータプロファイルを SC2012 VMM に作成します。詳細に関しては、SC2012 VMM のマニ
ュアルを参照してください。

3. ターゲットホストグループを SC2012 VMM に作成します。詳細に関しては、SC2012 VMM のマニュア
ルを参照してください。

4. Dell Deployment ToolKit（DTK）の 新版をダウンロードして Windows プレインストール環境
（WinPE）のアップデートを作成します。詳細に関しては、「WinPE のアップデート」を参照してくださ
い。

5. 自動検出のためにシステムを設定します。詳細に関しては、「自動検出を使用した未割り当てサーバーの
検出」を参照してください。

6. ハードウェアプロファイルを作成します。詳細に関しては、「ハードウェアプロファイルの作成」を参照
してください。

7. ハイパーバイザープロファイルを作成します。詳細に関しては、「ハイパーバイザプロファイルの作成」
を参照してください。

8. 展開テンプレートを作成します。詳細に関しては、「展開テンプレートの作成」を参照してください。

9. システムが検出された後、SC2012 VMM 用 DLCI で使用可能な状態になったら、オペレーティングシス
テムの展開を実行します。詳細に関しては、「オペレーティングシステムの展開」を参照してください。

10. 展開に関するジョブのステータスを表示します。詳細に関しては、「ジョブステータスの表示」を参照し
てください。

 

ゴールデン構成

そのサーバーに起動順序、BIOS、および RAID の理想的な構成設定が含まれている場合、サーバーがゴール

デン構成になっているといいます。このゴールデン構成を記録するには、サーバーのハードウェアプロファ

イルを作成します。展開機能を使用して、このハードウェアプロファイルをデータセンター内にあるサーバ

ーに展開することができます。
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6
サーバー検出
未割り当ての Dell サーバーの帯域外検出および、Dell サーバー上の情報の SC2012 VMM 用 DLCI へのイン
ポートを行うことができます。

このリリースでは、第 13 世代 Dell PowerEdge サーバーのみがサポートされており、サーバー検出の結果

は、次のように説明されます。

• 第 13 世代 Dell PowerEdge サーバーを検出すると、このサーバーは未割り当てサーバーとしてリストさ

れ、このサーバーに SC2012 VMM 用 DLCI と動作するために必要な 小バージョンの Lifecycle 

Controller ファームウェア、iDRAC、および BIOS が含まれていれば、準拠のマークが付いています。

• Dell PowerEdge サーバーにオペレーティングシステムを展開済みで、SC2012 VMM 内に存在している場

合は、Dell PowerEdge サーバーはホストサーバーとして表示されます。

• 第 13 世代 Dell PowerEdge サーバーにオペレーティングシステムを展開済みで SC2012 VMM でプロビ

ジョニングされていない場合は、第 13 世代 Dell PowerEdge サーバーは未割り当てと表示され、準拠の

マークが付いています。

• サーバーが第 11 世代または第 12 世代 Dell PowerEdge サーバーで、このサーバーにオペレーティングシ

ステムが展開済み、かつ、SC2012 VMM でプロビジョニングされていない場合は、このサーバーは未割

り当てで非準拠としてリストされています。

次のオプションを使用して、未割り当ての Dell サーバーを検出することができます。

• 未割り当て Dell サーバーの自動検出

• IP アドレスに基づく手動検知（サブネット内）

 

Dell サーバーの準拠

SC 2012 VMM 用 DLCI の機能の使用に関しては、Dell サーバーに必要なファームウェアバージョンの 

iDRAC、Lifecycle Controller（LC）、および BIOS が存在する必要があります。Dell サーバーが検出される

と、ファームウェアおよびハードウェアインベントリの情報の収集も行われます。基本インベントリの他に、

CPU とメモリの情報も収集されます。

Dell サーバーの準拠の前提条件

SC2012 VMM 用 DLCI でサーバーを検出するには、次の前提条件が必要です。

• Dell サーバーに、iDRAC、LC、およびデバイスドライバの 小ファームウェアバージョンがインストー
ルされている。

• 起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）が、Dell サーバーで有効になっている。詳細に関して
は、「ターゲットサーバーの設定」を参照してください。

上記の条件を満たしていないシステムは、非準拠サーバーです。Dell サーバーの検出後、SC2012 VMM 用 

DLCI に、これらのサーバーの準拠ステータスが表示されます。
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SC2012 VMM 用 DLCI は、OEM サーバーまたは再ブランドサーバーをサポートしていません。

管理下システムのシステム要件 

管理下システムは、 SC 2012 VMM 用 DLCI アプライアンスを使用して管理されるシステムです。管理対象
システムには、Microsoft Hyper-V を含めることができます。システム要件は次のとおりです。

• Dell PowerEdge 第 13 世代サーバーについては、SC 2012 VMM 用 DLCI は、モノリシックサーバーモデ
ルのみをサポートします。

• ソースプロファイルおよび宛先プロファイルでは同じタイプのディスクが使用されていること。システ
ム上に SAS ドライブのみまたは SATA ドライブのみです。

• ハードウェアプロファイルの RAID クローンを正常に実行するため、宛先システムのディスクは同等また
はそれ以上のサイズで、同じかそれ以上の個数のディスクになっている。

• RAID スライスされた仮想ディスクはサポートされていません。

• iDRAC と共有 LAN On Motherboard（LOM）はサポートされていません。

• UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）起動モードはサポートされていません。

• 外部コントローラ上の RAID 構成はサポートされていません。

• 管理下システムで、起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）を有効にする。詳細に関しては、「タ
ーゲットサーバーの設定」を参照してください。

ターゲットサーバーの設定

SC2012 VMM 用 DLCI アプライアンスは、ターゲットサーバーとして第 13 世代の Dell PowerEdge サーバー
をサポートしています。各サーバーの iDRAC 設定で、CSIOR（再起動時のシステムインベントリの収集） 
を有効にします。
CSIOR を Dell サーバーで有効にするには、以下を行います。

1. POST 中に <F2> を押して セットアップユーティリティ を起動します。

2. iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller をクリックします。

3. CSIOR（再起動時のシステムインベントリの収集） の場合は、値を 有効 に設定します。

自動検出を使用した未割り当てサーバーの検出

SC2012 VMM 用 DLCI は、iDRAC のリモート有効化機能を使用して未割り当ての Dell サーバーを自動検出
します。SC2012 VMM 用 DLCI アプライアンスはプロビジョニングサーバーとして機能し、iDRAC のリファ
レンスを使用して、Dell サーバーを自動検出します。

次の準備を完了した後で、Dell サーバーの自動検出を開始します。

• 資格情報プロファイルを作成し、Dell サーバーの iDRAC 資格情報を指定します。詳細に関しては、「資格

情報プロファイルの作成」を参照してください。

資格情報プロファイルを作成せず、デフォルトの資格情報を使用できない場合は、自動検出中に、デフォ

ルトの iDRAC 工場出荷時設定のユーザー ID（root）と、パスワード（calvin）が使用されます。

• iDRAC 内の既存の管理者アカウントを無効にします。

Dell サーバーを自動検出するには、次の手順を実行します。

1. Dell サーバーの iDRAC 設定にあるリモート有効化設定で、自動検出を有効にします。

2. 自動検出を有効にした後、プロビジョニングサーバー（DLCI アプライアンス）の IP アドレスを使用し
てサーバーを再起動します。
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Dell サーバーの検出

IP アドレスまたは IP 範囲を使用してサーバーを手動で検出することができます。サーバーを検出するには、
サーバーの iDRAC IP およびサーバーの WS-Man 資格情報を提供する必要があります。IP 範囲を使用して
サーバーを検出する場合は、IP （IPv 4）範囲（サブネット内）を指定します。
Dell サーバーを検出するには、次の手順を実行します。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインで、次のいずれかを実行します。

• ダッシュボードで、未割り当てのサーバーを検出 をクリックします。

• ナビゲーションペインで、デバイスのインベントリ をクリックして、インベントリ で 検出 をクリッ
クします。

2. 検出 で、必要なオプションを選択します。

• IP アドレスを使用して検出

• IP 範囲を使用して検出

3. 必要な資格情報のプロファイルを選択します。

4. （オプション）資格情報プロファイルを作成するには、新規作成 をクリック します。

5. IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を使用して検出 については、次のいずれかを実行します。

• IP アドレスを使用して検出 を選択した場合は、検出したいサーバーの IP アドレスを入力します。

• IP 範囲を使用して検出 を選択した場合は、IP アドレス範囲を指定し、IP アドレス範囲を除外する必
要がある場合は、除外範囲有効にする を選択し、除外する範囲を指定します。

6. ジョブオプション でこのジョブを追跡するにはジョブ名を指定し、ジョブを表示するには 終了後にジョ
ブリストに移動する を選択します。

7. 終了 をクリックします。

デバイスインベントリの表示

デバイスインベントリ ページには、未割り当てサーバーおよびホストサーバーがリストされます。アプライ
アンスによって検出されたサーバーは、未割り当てサーバーとして既知になっており、これらのサーバーは
オペレーティングシステムの展開に使用できます。ホストサーバーは SC2012 VMM にインベントリされて
いるサーバーで、SC2012 VMM 用 DLCI を使用して展開されます。
サーバを表示するには、次の手順を実行します。

DLCI コンソールで デバイスインベントリ をクリックします。

iDRAC コンソールの起動

iDRAC コンソールを起動するには、次の手順を実行します。

デバイスインベントリ で、システムの 未割り当てサーバー または ホスト をクリックして、iDRAC IP 
をクリックします。

DLCI コンソールからのサーバーの削除

未割り当てのサーバーおよびホストサーバーを、次のように削除することができます。

• SC2012 VMM でプロビジョニングされていない、未割り当てサーバーを削除することができます。
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• SC2012 VMM でサーバーがプロビジョニングされ、SC2012 VMM 用 DLCI に存在している場合は、

SC2012 VMM のサーバーを削除して、次に SC2012 用 VMM からサーバーを削除することができます。

DLCI コンソールで、次の手順を実行します。

• 未割り当てサーバーを削除する場合、未割り当てサーバー でサーバーを選択して 削除 をクリック

し、確認メッセージが表示されたら はい をクリックします。

未割り当てサーバーがライセンスと関連付けられている場合、サーバーを削除した後、関連付けられ

たライセンスが解放されます。

• DLCI コンソールを使用してホストサーバーを削除するには、まず、SC2012 VMM からホストサーバ

ーを削除する必要があります。

ホストサーバーがライセンスと関連付けられている場合、ホストサーバーが SC2012 VMM から削除

された後、このホストサーバーは DLCI コンソールインベントリリストからも削除され、関連付けら

れたライセンスが解放されます。
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7
ハードウェア構成およびオペレーティング
システムの展開
ハードウェア構成は、ハードウェアプロファイルで収集され、ハードウェア構成には、BIOS、起動順序、

RAID、およびその他の情報が含まれます。

サーバーがゴールデン設定になっており、管理対象にするサーバーの次の項目が同じになっていることを確

認します。

• サーバーのモデル

• ディスクの数

• ディスクのサイズ

• ディスクのタイプ

• RAID コントローラ

 

資格情報プロファイルについて

SC2012 VMM 用 DLCI は資格情報プロファイルを使用して iDRAC をターゲットサーバーに接続します。

データセンターでは、異なるサーバーの集合に、その集合に関連付けられた異なる iDRAC 資格情報を持たせ

ることができます。このようなシナリオを管理するには、サーバーの集合に資格情報を指定する資格情報プ

ロファイルを作成します。

資格情報プロファイルの作成

資格情報のプロファイルをデフォルトとして設定することができます。
資格情報プロファイルを作成するには、以下を行います。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドイン で、次のいずれかを実行します。

• ダッシュボードで、資格情報プロファイルの作成 をクリックします。

• ナビゲーションペインで、プロファイルとテンプレート → 資格情報プロファイルとクリックして、
作成 をクリックします。

2. 資格情報プロファイル で、固有のプロファイルと説明、および iDRAC の資格情報を入力して、必要に
応じてこのプロファイルをデフォルトにし、完了 をクリックします。
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資格情報プロファイルの変更

資格情報プロファイルを変更するには、以下を行います。

変更する資格情報プロファイルを選択し、編集 をクリックして、必要に応じてプロファイルをアップデ
ートします。

資格情報プロファイルの削除

資格情報プロファイルを削除するには、次の手順を実行します。

削除するプロファイルを選択し、削除 をクリックします。

ハードウェアプロファイルの作成

参照サーバーで標準構成を使用してハードウェアプロファイルを作成し、このプロファイルを使用してハー
ドウェア構成をターゲットサーバーに適用することができます。

ハードウェアプロファイルを適用する前に、次の基準についてターゲットサーバーが参照サーバーと同一で

あることを確認します。

• 使用できるコンポーネント

• インストール済みのソフトウェアアプリケーション

• 使用可能なソフトウェアドライバ

• ディスクサイズ

ハードウェアプロファイル作成のために使用されている参照サーバーに、RAID、BIOS および起動順序の設

定が含まれていることを確認します。これらの設定は、ターゲットサーバーにハードウェア構成を適用する

ためのベースとして使用されます。

前提条件として、サーバーを検出して、これを参照サーバーとして提供します。

ハードウェアプロファイルを作成するには、以下を実行します。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインページで、次のいずれかを実行します。

• ダッシュボードで、ハードウェアプロファイルの作成 をクリックします。

• ナビゲーションペインで、プロファイルとテンプレート → ハードウェアプロファイルとクリックし
て、作成 をクリックします。

2. ハードウェアプロファイル のウェルカム画面で、次へ をクリックします。

3. プロファイル で、プロファイル名と説明、および参照サーバーの iDRAC IP を入力して、次へ をクリッ
クします。

参照サーバーのハードウェアの詳細が収集され、必要なプロファイルとして保存されます。展開中に、

このプロファイルがサーバーに適用されます。

4. プロファイル詳細 で、適用する BIOS、起動、および RAID の設定を選択して、次へ をクリックします。

5. 概要 で、完了 をクリックします。

このハードウェアプロファイルを使用して、必要なターゲットサーバーに適用することができます。
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ハードウェア構成プロファイルの変更

プロファイルを変更することができます。ただし、RAID 構成を変更することはできません。
ハードウェア構成プロファイルを変更するには、次の手順を実行します。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールで、ハードウェアプロファイル をクリックします。

2. 編集するプロファイルを選択し、編集 をクリックします。

3. 必要な変更を行い、完了 をクリックします。

ハードウェアプロファイルの削除

ハードウェア構成プロファイルを削除するには、以下を行います。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールで、ハードウェアプロファイル をクリックします。

2. 削除するハードウェアプロファイルを選択し、削除 をクリックします。

ハイパーバイザープロファイルの作成

ハイパーバイザープロファイルを作成してこのプロファイルを使用し、サーバーにオペレーティングシステ
ムを展開することができます。SC2012 VMM 用 DLCI のハイパーバイザープロファイルには、カスタマイズ
された WinPE ISO（オペレーティングシステムの導入に WinPE ISO を使用）、ホストグループ、SC2012 VMM 
から取得したホストプロファイル、および挿入用の LC プロファイルが含まれています。
前提条件：

• 必要な WinPE ISO が作成済みで、SC2012 VMM 用 DLCI 統合ゲートウェイの共有フォルダで ISO が使用
可能になっている。WinPE イメージおよび DTK ドライバの場所をアップデートする手順は、「WinPE イ
メージのアップデート」を参照してください。

• SC2012 VMM で、ホストグループとプロファイルが作成されている。

ハイパーバイザープロファイルを作成するには、次の手順を実行します。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドイン で、次のいずれかを実行します。

• ダッシュボードで、ハイパーバイザープロファイルの作成 をクリックします。

• 左側のナビゲーションペインで、プロファイルとテンプレート をクリックし、ハイパーバイザープ
ロファイル をクリックして、作成 をクリックします。

2. ハイパーバイザプロファイルウィザード の ようこそ ページで、次へ をクリックします。

3. ハイパーバイザプロファイル で名前と説明を入力して、次へ をクリックします。

4. SC2012 VMM 情報ページで、SC2012 VMM ホストグループ展開先 および SC2012 VMM ホストプロフ
ァイル 情報を指定します。

5. WinPE ブートイメージソース で、<Network WinPE ISO file name> 情報を入力し、次へ をクリックし
ます。

6. （オプション）LC ドライバの挿入を有効にするには、有効な場合は展開するオペレーティングシステム
を選択して、関連ドライバが投入されるようにします。LC ドライバの挿入を有効にする を選択し、ハ
イパーバイザのバージョン で、必要なハイパーバイザのバージョンを選択します。

7. ドライバソース で、LC ドライバの挿入を有効にする が選択されている場合、ドロップダウンリストか
らハイパーバイザバージョンを選択して、次へ をクリックします。

8. 概要 で、完了 をクリックします。
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ハイパーバイザープロファイルの変更

ハイパーバイザープロファイルの変更には、以下を行います。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールの ハイパーバイザプロファイル で変更するプロファイルを選択し、
編集 をクリックします。

2. 詳細を入力し、完了 をクリックします。

ハイパーバイザープロファイルの削除

ハイパーバイザープロファイルを削除するには、以下を行います。

SC2012 VMM 用 DLCI コンソールの ハイパーバイザプロファイル で削除するプロファイルを選択し、
削除 をクリックします。

展開について

オペレーティングシステムの展開は、1 対 1 および 1 対多の展開に対応しています。構成が類似しているシ
ステムのオペレーティングシステムの展開を有効にするため、プロファイルベースの構成が用意されていま
す。オペレーティングシステムの展開中、参照サーバーがソースとなっている以前のハードウェアの構成プ
ロファイル情報は、同一のシステムに適用することができます。また、SC2012 VMM ホストプロファイルを
指定することができ、さらにすべてのシステムに適用されます。

オペレーティングシステムの展開およびハードウェアの設定は、プロファイルベースのワークフローです。

基本的に、このワークフローでハードウェア構成、ハイパーバイザ構成、および SC2012 VMM 固有の設定を

指定することができます。このワークフローでは、論理ネットワークおよび SC2012 VMM のホストプロファ

イルと SC2012 VMM 用 DLCI のハードウェア構成を合わせて使用し、オペレーティングシステムを展開しま

す。

SC2012 VMM 用 DLCI でのハードウェアの構成またはオペレーティングシステムの展開ごとに、Dell 

Connections License Manager で 1 つのライセンスが使用されます。

ライセンスの詳細を表示するには、DLCI 管理ポータル - SC 2012 VMM から Dell Connections License 

Manager を起動します。

また、SC2012 VMM 用 DLCI でライセンス状態を表示することができます。

この機能の利点は次のとおりです。

• ハードウェアプロファイルを展開に関連付ける。

• ネットワーク ISO ブートを使用できる。

• Lifecycle Controller にドライバのソースを設定できる。

展開テンプレートの作成

必要なハードウェアとハイパーバイザのプロファイルを使用して、展開テンプレートを作成し、未割り当て
サーバーに展開テンプレートを適用することができます。
展開テンプレートを作成するには、以下を行います。

1. SC2012 VMM 用 DLCI アプライアンスの仮想マシンで、次のいずれかを実行します。
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• SC2012 VMM 用 DLCI アプライアンスの仮想マシンのダッシュボードで、展開テンプレートの作成 
をクリックします。

• SC2012 VMM 用 DLCI アプライアンスの仮想マシンのナビゲーションペインで、プロファイルとテ
ンプレート をクリックし、展開テンプレート をクリックします。

2. 展開テンプレート にテンプレート名、テンプレートの説明を入力し、ハイパーバイザープロファイルお
よびハードウェアプロファイルを選択します。ただし、ハードウェアプロファイルの選択はオプション
です。

3. （オプション）ハードウェア / ハイパーバイザープロファイルが作成されていない場合、新規作成 をク
リックしてプロファイルを作成します。

展開テンプレートの変更

展開テンプレートを変更することができます。
展開テンプレートを変更するには、以下を行います。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインで、展開テンプレート をクリックします。

2. 変更する展開テンプレートを選択し、変更 をクリックします。

3. 必要な変更を行い、完了 をクリックします。

展開テンプレートの削除

展開テンプレートを削除するには、以下を行います。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインで、展開テンプレート をクリックします。

2. 削除する展開テンプレートを選択し、削除 をクリックします。

オペレーティングシステムの展開

前提条件については、「管理下システムのシステム要件」を参照してください。
サーバーに展開するには、次の手順を実行します。

1. SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドイン ダッシュボードで、未割り当てサーバーを展開する をクリ
ックします。

2. ようこそ で、次へ をクリックします。

3. サーバーの選択 で、展開先のサーバーを選択し、次へ をクリックします。

4. テンプレートおよびプロファイル で、適切な展開テンプレートと関連する資格情報プロファイルを選択
します。

展開テンプレートおよび資格情報プロファイルを作成することもできます。

5. サーバーの識別 でサーバーおよびこのサーバーに適用する設定を選択して、次へ をクリックします。

6. ジョブ詳細 で、ジョブを追跡するための名前と展開ステータスを指定します。

WinPE のアップデート

SC 2012 VMM の PXE サーバーは、WinPE イメージを作成するために必要です。WinPE イメージおよび Dell 
OpenManage Deployment Toolkit（DTK）から、WinPE ISO が作成されます。

WinPE ISO イメージを作成するには、次の手順を実行します。

1. PXE サーバーを SC2012 VMM に追加します。
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2. PXE サーバーを追加した後、PXE サーバーから DLCI IG 共有 WIM フォルダに boot.wim ファイルをコ

ピーします。boot.wim は次のパス、C:\RemoteInstall\DCMgr\Boot\Windows\Images にあります。

メモ: boot.wim ファイルのファイル名は変更しないでください。

DTK は自己解凍型の実行ファイルです。

DTK を使用して作業するには、次の手順を実行します。

1. DTK 実行可能ファイルをダブルクリックします。

2. DTK のドライバを抽出するには、フォルダ（例：C:\DTK501）を選択します。

3. 展開された DTK フォルダを統合ゲートウェイの DTK 共有フォルダにコピーします。たとえば \\DLCI 

IG Share\DTK\DTK501。

すべてのホスト（または 上位ホストグループ）タブから、ベアメタルサーバー上で操作を実行します。ま

た、ドライバの WinPE への挿入をサポートするワークフローには、すべてのホスト タブからアクセス可能

です

SC2012 VMM SP1 から SC2012 VMM R2 にアップグレードする場合は、Windows PowerShell 4.0 アップグ

レードして WinPE ISO イメージを作成する必要があります。

WinPE イメージをアップデートするには、次の手順を実行します。

1. SC2012 VMM 用 DLCI で WinPE アップデート を選択し、イメージソース の下で、カスタム WinPE イ
メージパス に WinPE イメージパス（例えば、\\DLCI IG Share\WIM\boot.wim）を指定します。

2. DTK ドライバパスの DTK のパス の下で、Dell Deployment Toolkit ドライバの場所を指定します。たと
えば、\\DLCI IG Share\DTK\DTK501。

3. ISO 名を入力します。

4. ジョブのリストを表示するには、ジョブリストに移動 を選択します。

各 Windows プレインストール環境（WinPE）アップデートに、固有のジョブ名が割り当てられていま

す。

5. アップデート をクリックします。

前の手順で指定された名前の WinPE ISO は、\\DLCI IG Share\ISO の下に作成されます。

ジョブステータスの表示

DLCI 管理ポータル - SC 2012 VMM と SC2012 VMM 用 DLCI コンソールアドインを使用して、ジョブを表示
することができます。

1. 左側のナビゲーションペインで、ジョブ をクリックします。

2. フィルタ から、表示するジョブに基づいて、展開、検出ジョブ、または WinPE 作成ジョブ を選択しま
す。

アクティビティログの表示

アクティビティに関する SC2012 VMM 用 DLCI のログ情報で、この情報は表示が可能です。
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アクティビティログを表示するには、次の手順を実行します。

1. DLCI 管理ポータル - SC2012 VMM で、アクティビティログ をクリックします。

2. ページの表示を 新のアクティビティに更新するには、更新 をクリックします。
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8
トラブルシューティング
SC2012 VMM 用 DLCI ユーザーについては、実行の設定ポリシー値を確認し、無制限として設定します。

SC2012 VMM 用 DLCI にログインしたユーザーは、インストール中に作成された共有フォルダへのフルアク

セス権を持つ必要があるため、この設定は必須です。

 

オペレーティングシステムの展開失敗

オペレーティングシステムの展開に失敗して、そのアクティビティログに次のエラーが表示されます。
Error New-SCVMHost failed with following error : An out of band operation 
(SMASH) for the BMC <IP ADDRESS> failed on IDRAC IP : <IP ADDRESS>（エラーが発生しま

した。新規 SCVM ホストが次のエラーで失敗しました：BMC <IP アドレス> の帯域外動作（SMASH）が、
IDRAC IP：<IP アドレス> で失敗しました。）

このエラーは、次のいずれかの理由で発生する可能性があります。

• Dell Lifecycle コントローラの状態が不良。

解決方法として、iDRAC の GUI にログインして Lifecycle Controller をリセットします。

Lifecycle Controller のリセット後、問題が解決しない場合は、次の代替手段を行います。

• アンチウイルスまたはファイアウォールにより、WINRM コマンドの正常実行が制限されることがありま

す。

問題を回避するには、次のマイクロソフトサポート技術情報の記事を参照してください。

support.microsoft.com/kb/961804

ライブラリ共有内のドライバファイルが理由の、オペレーテ
ィングシステム展開失敗

オペレーティングシステム展開が失敗し、そのアクティビティログに次のエラーが表示されます。

• Error: Error while applying Hypervisor Profile to host <IP Address>. Failed 
with error : For input string: ""（エラー：ハイパーバイザプロファイルのホスト <IP アド

レス> への適用中にエラーが発生しました。エラーで失敗：文字列を""で入力）

• Information: Successfully deleted drivers from library share sttig.tejasqa.com 
for <server uuid>（情報：<サーバー UUID> のライブラリ共有 sttig.tejasqa.com からドラ

イバを正常に削除しました）

• Error: Deleting staging share (drivers) for <server uuid> failed.（エラー： <サー

バー UUID> のステージング共有（ドライバ）の削除に失敗しました。） 

これらのエラーは、VMM コマンドレット GET-SCJOB status およびドライバファイルがライブラリ共有

で保持されたことによる、例外的な出力が原因で発生することがあります。再試行または別のオペレーティ
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ングシステムの展開を実行する前に、これらのファイルをライブラリ共有から手動で削除する必要がありま

す。

ライブラリ共有からファイルを削除するには、次の手順を実行します。

1. SC2012 VMM コンソールから、ライブラリ → ライブラリサーバーの順に選択し、ライブラリサーバー
として追加された統合ゲートウェイサーバーを選択します。

2. ライブラリサーバーで、ライブラリ共有を選択して削除します。

3. ライブラリ共有が削除された後、共有に接続します\\<Integration Gateway server>\LCDriver\ 。

4. ドライバファイルの入ったフォルダを削除します。

これで、オペレーティングシステムの展開を行うことができます。

SC2012 VMM Active Directory へのサーバー追加中のエラ
ー 21119 
Active Directory にサーバーを追加している間、SC2012 VMM エラー 21119 が表示されます。Error 
21119: The physical computer with <SMBIOS GUID> did not join Active Directory in 
time. The comptuer was expected to join Active Directory using the computer name 
<host.domain>.（エラー 210119：物理コンピュータ <SMBIOS GUID> が時間内に Active Directory に参

加しませんでした。コンピュータはコンピュータ名 <ホスト.ドメイン> で Active Directory に参加する必要
がありました。）
回避策としては、次の手順を実行します。

1. しばらく待ってから、サーバーが Active Directory に追加されたかを確認します。

2. Active Directory にサーバーが追加されていない場合は、Active Directory にサーバーを手動で追加しま
す。

3. SC2012 VMM にサーバーを追加します。

4. SC2012 VMM にサーバーが追加されたら、DLCI コンソールでサーバーを再検出します。

サーバーは ホスト タブの下に表示されます。
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