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概要

仮想ネットワーク コンピューティング（VNC）は、リモート デスクトップの環境を確認するた
めのリモート ディスプレイ システムです。 VNC によって、ユーザはあるコンピュータを使用し
てターゲット コンピュータのアクションを操作し、さらにローカル ユーザがターゲット コンピ
ュータで実行するアクションを表示できるようになります。 一般的な操作方法では、「マスター
」コンピュータに VNC のクライアントをインストールし、「ターゲット」コンピュータに VNC
サーバをインストールします。 さらに、VNC には Java ビューアがあります。 これは、マスタ
ー コンピュータの Web ブラウザを介してターゲット コンピュータをリモートで制御するために
使用し、VNC クライアント ソフトウェアをインストールする必要はありません。 VNC はデフォ
ルトでポート 5900 ～ 5906 を使用します。 各ポートは、対応する画面 X を表します（画面 0 ～
6 に対してポート 6000 ～ 6006） VNC はプラットフォームに依存しません。 任意のオペレーテ
ィング システムの VNC のビューアは、他の任意のオペレーティング システムの VNC Server に
接続できます。 次の図に示すように、通信はクライアントとコンピュータ間の双方向です。
VNC には、ターミナル サービスと多くの類似点があります。



前提条件

要件

Cisco CallManager のインストールおよびアップグレード、または Cisco CallManager へのパッ
チ適用を計画しているサーバには、このドキュメントの項に進む前にオペレーティング システム
（OS）をインストールしておく必要があります。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Windows 2000（OS 2002 2.6）●

VNC バージョン 3.3.7●

Cisco CallManager バージョン 4.1●

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 こ
のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

VNC と Cisco CallManager の使用

サーバの準備

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Cisco CallManager のインストールおよびアップグレード、または CallManager へのパッチ適用
を計画しているサーバには、この項に進む前にオペレーティング システムをインストールしてお
く必要があります。 次の手順は、OS バージョン 2000 2.4 に適用されます。

VNC のダウンロード、インストール、および設定

サーバに VNC バージョン 3.3.7 のコピーをダウンロード、インストール、および設定するには、
次の手順を実行します。 VNC バージョン 3.3.7 は、Cisco CallManager バージョン 4.1 および
OS 2000 2.4 でテストされています。

注: 古いバージョンの VNC がある場合は、次の手順を実行する前に古いバージョンをアンインス
トールする必要があります。 また、OS バージョン 2000 2.4 をターゲット サーバにインストー
ルしておく必要があります。

VNC のインストール ファイルとドキュメント ファイルは、OS バージョン 2000.2.4 では
C:\utils\VNC にあります。このディレクトリには、次のフォルダがあります。

1.

vnc-3.3.7-x86_win32.exe ファイルをダブルクリックして、[OK] をクリックします。2.
[WinVNC Welcome] 画面が表示されたら、[Next] をクリックします。3.
[Yes] をクリックして、ソフトウェア ライセンス契約に同意します。4.
デフォルトの場所のままにするか、アプリケーションをインストールする新しい場所を選択
して、[Next] をクリックします。

5.

デフォルトのフォルダ名のままにするか、アプリケーションをインストールする新しいフォ
ルダを選択して、[Next] をクリックします。 プログラムがインストールされます。

6.

[Setup Complete] ウィンドウで、[Finish] をクリックします。7.
[Start] > [Programs] > [Real VNC] > [Run VNC Server] の順に選択します。 メッセージ ボッ
クスに、サービスが正常にインストールされたことが示されます。

8.

[Start] > [Programs] > [Administrative Tools] > [Services] の順に選択して、VNC サービスを
開始します。

9.

スクロール ダウンして、[VNC Server] を選択します。 右クリックして、[Start] を選択しま
す。

10.

新規インストールの場合、VNC のデフォルト パスワードを設定する必要があることを示す
メッセージが表示されます。 メッセージ ボックスの [OK] をクリックします。WinVNC か
ら、[Current User Properties] ダイアログボックスが表示されます。

11.



[Incoming Connections] エリアの [Password] フィールドにパスワードを入力します。パス
ワードには、任意のパスワードを選択できます。 このパスワードは、サーバ間で VNC セ
ッションを開く場合に使用されます。

12.

[OK] をクリックします。13.
VNC を使用して接続する各ターゲット コンピュータで、これらの手順を繰り返します。端
末サービスを使用してターゲット サーバに VNC をダウンロードしてインストールするか
、ターゲット サーバのローカルにいるユーザにこれらの手順を実行してもらうことができ
ます。

14.

VNC を使用した Cisco CallManager のインストール、アップグ
レード、またはパッチ適用

VNC を使用してマスター コンピュータからターゲット コンピュータに接続するには、次の手順
を実行します。 マスター コンピュータとターゲット コンピュータ間で双方向通信を開き、両方
のサーバですべての操作が同じように表示されるようにします。

注: Web ブラウザを使用して VNC サーバにアクセスできます。 そのためには、ポート 5800 で
ターゲット コンピュータのアドレスにアクセスします （http://<target_server_address>:5800 な
ど）。

VNC を使用してリモート サーバで Cisco CallManager をインストールおよびアップグレードし
たり、Cisco CallManager にパッチを適用するには、次の手順を実行します。

マスター コンピュータで、[Start] > [Programs] > [VNC] > [Run VNCviewer] の順に選択しま
す。[Connection details] ダイアログが表示されます。

1.



   

[VNC server] フィールドに、Cisco CallManager をインストールするターゲット コンピュー
タの IP アドレスを入力して、[OK] をクリックします。[VNC Authentication] ダイアログボ

ックスが表示されます。

2.

[Session password] フィールドに、「VNC のダウンロード、インストール、および設定」
の項の手順 12 で指定したパスワードを入力します。

3.

[OK] をクリックします。 IP アドレスを指定したリモート サーバのデスクトップが表示され
ます。

4.

マスター コンピュータから、ターゲット コンピュータでの Cisco CallManager のインスト
ール、アップグレード、またはパッチ適用を続行します。インストール CD は、ターゲット
コンピュータのドライブに挿入するか、ダウンロードして使用できるようにするか、リモー
ト サーバがアクセスできるネットワーク上に置いておく必要があります。

5.

Cisco CallManager のインストール、アップグレード、またはパッチ適用を実行する各ター
ゲット コンピュータで、この手順を繰り返します。

6.

関連情報

音声に関する技術サポート●

音声と IP 通信製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●

テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems●
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