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概要

この資料は MSE 3365 アプライアンスの Cisco CMX 10.5 のインストールを通してネットワーク
管理者をガイドします。 このプロセスはまた方法に関する手順がインストールに必要となる
Cisco Integrated Management Controller を設定する含まれています（CIMC）。

注: CMX 10.2 から、10.3 か 10.4 から 10.5 アップグレードすることは可能性のあるではな
いです。 新しく新しいインストールが必要となります。 直接アップグレードすることを試
みる場合次のエラーメッセージはポップアップします:

MD5 は、cmx ファイルのように見え破損しています一致する。 新しいおよび試みを再度ダ
ウンロードして下さい。

10.5 バージョンからの新しいバージョンへのアップグレードは GUI から（例えば 10.5.0-
206 から 10.5.1-26 から）実行することができます: System->Settings->Upgrade

10.5.1 をインストールした場合、それが最初ににインストールする 10.5.0 を推奨されるそ
れから 10.5.1 にアップグレードすれば CSCvn64747 を見つけることを避けるために。

前提条件

要件

Cisco MSE 3365。

Cisco CMX 10.5 ISO ファイル。

使用するコンポーネント

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn64747/?reffering_site=dumpcr


このガイドで使用するコンポーネント:

CIMC バージョン 2.0(3i) との Cisco MSE 3365、●

Cisco Connected Mobile Experiences（CMX）クラウド バージョン 10.5.0-206。●

Webブラウザとして MacOS モハーベおよび Google Chrome を実行する MacBook。●

設定

CIMC 設定および KVM 起動

ステップ 1 モニタおよびキーボードのプラグを差し込んで下さい。 マシンを起動して下さい。
CIMC 設定を入力するために F8 を押して下さい:

図 1. 画面を起動して下さい

ステップ 2 CIMC パラメータを設定して下さい、適用されるべき変更を 45 秒を短縮し、待つた
めに F10 を押して下さい。 リフレッシュするために F5 を押せば設定を確認するために適用され
ました。 終了するために ESC をクリックして下さい。

図 2. Cisco CIMC コンフィギュレーションユーティリティ



アクセスをに CIMC ネットワークから得るために、デバイスの裏側にあるマネージメントポート
によってスイッチに MSE 3365 を接続して下さい。

図 3. マネージメントインターフェイス

ステップ 3 Chrome Webブラウザでは、http:// <cimc_ip_address> に行って下さい。 ケースでは
権限は動作するために Adobe flash プレイヤーのために必要です Adobe flash プレイヤーを得、
割り当てて下さい押すために:

図 4. CIMC インターフェイスを起動させること



ステップ 4 はじめてログオンするとき、デフォルトのユーザ名は admin です。 デフォルトパス
ワードはパスワードです。

図 5. CIMC GUIアクセス



ステップ 5 次に起動 KVM コンソールおよび OK を押して下さい。 CIMC v2 （5） 図を実行すれ
ば KVM を実行するために、Java バージョン 1.6.0_14 またはそれ以降が必要となります。 

図 6. CIMC v2 の起動 KVM コンソール

CIMC v3 （図は 6） HTML5 インターフェイスをサポートし、Java を必要としません。

図 7. HTML は KVM を基づかせていました



HTML によって基づく KVM を使用することにする場合 pop 活動化するか、またはクリックしま
すポップアップを手動で開くためにリンクを有効に ならなければなりません。

図 8. 有効に なることは pop 活動化します 

ステップ 6 KVM が起動したら、仮想 なメディアで押し、仮想デバイスをアクティブにして下さ
い。 仮想デバイスがアクティブになった後、ドロップダウンメニューは拡張し、追加オプション
は示します。 ISO ファイルをマッピング するために「MAP CD/DVD」を押して下さい:

図 9. 仮想 なメディアをマッピング して下さい

ステップ 7 CMX イメージ ダウンロードされる選択し、デバイスを『Map』 を押して下さい。 押
されてどんなイメージがマッピング されるか示すために、仮想 な Media メニューは再度拡張し
ます:

図 10. 仮想 なメディアをマッピング して下さい



図 11 ドロップダウンメニューはマッピング された イメージ ファイルネームを拡張し、示します

ステップ 8 チェックの後でイメージはきちんと接続され、電源タブに行き、マシンをリセットす
るために（ウォームブート） 『Reset System』 を選択 します。 ブートアッププロセスの間にマ
ッピング された イメージのインストールを開始するために F7 を押して下さい:

図 12. KVM の電源オプション



図 13. CIMC ブート選択メニュー

CMX イメージのインストール

ステップ 1 インストールを続けるために現在のコンソールを使用して CMX を『Install』 を選択
して下さい。 選択されて、インストレーションスクリプトはロードし始めます:



図 14. CMX インストール方式選択

図 15. CentOS インストレーションスクリプト トレース

ステップ 2 インストーラが確認を開始すれば、それ頼めばあれば。 はい打ち込み、次にインスト
ールを続行するために『Enter』 を押して下さい。 Yes は左左上隅に現われるかもしれません:

図 16. インストールを続けるために一直線に並べられないかもしれませんプロンプト表示して下
さい



図 17. enter 押されれば、インストールは開始します

ステップ 3 インストールの間に、プロンプトはインストール後のセットアップ タスクを行うこと
を示します。 これはおよそ 20-30 分かかる必要があるインストールプロセスに続くためにユーザ
が『Enter』 を押すように要求します:

図 18. 敏速な情報



CMX 初期セットアップ

ステップ 1 インストールが完了する後、マシンは自動的にリブートしようとしています。 今回は
、起動している間キーを押しません:

図 19. ブートプロセスはユーザインプットなしで続きます



ステップ 2 上で表示するように既定の資格情報（cmxadmin/cisco）を使用して CMX にログイン
して下さい:

図 20. Cisco CMX 最初のログイン

ステップ 3 ルートおよび cmxadmin ユーザ向けのパスワードの変更にプロンプト表示されます。
パスワード仕様は合う必要があります:

図 21. Cisco CMX パスワードを設定 して下さい

ステップ 4 ネットワークパラメータを設定して下さい。 ゲートウェイおよび DNS は適用される
べきネットワーク設定のために到達可能である必要があります。 それらがなければ、ネットワー
クパラメータを再度設定するためにプロンプト表示されます。 それらが到達可能である場合、キ
ープアライブ サービスは再開されます。 このプロセスの間に、! 『Enter』 を押さない で下さい
!!

図 22. 初期セットアップのネットワークコンフィギュレーション



図 23. ゲートウェイが到達不能である場合、ネットワークコンフィギュレーション プロンプトが
表示されます

ステップ 5 キープアライブ サービスが再開された後 NTP サーバのIPアドレス、領域および国を
入力するために、インストールはプロンプト表示します。 NTP が使用されなければ、プロンプト
は時間帯スキップし、/日付設定に時間を計ります。

図 24. NTP および時間帯 設定



図 25. 国選択



ステップ 6 次のプロンプトはディスク 暗号化がほしいと思う場合選択するように頼みます。 CLI
は端をここに設定し、残は CMX Webインターフェイス（GUI）を通して設定行われます。

図 26. ディスク 暗号化 セットアップ



CMX ノード インストール

CMX GUI たらい https:// <cmx_ip_address> にアクセスして下さい: 1984 年。 ポート 1984 は初
期セットアップかアップグレードの間だけに使用されます。

ステップ 1 cmxadmin ユーザおよび前もって設定されたパスワードを使用するログイン。

図 27. CMX GUI ノード インストール ログオン

ステップ 2 CMX ノードタイプを選択して下さい（Location か存在）。 これがその後変更するこ
とができないことに注目して下さい。 選択の後で、終わるために設定および始動を待って下さい
。

図 28. CMX GUI ノード選択



図 29. CMX 設定 インストール

図 30. CMX 開始サービス



ステップ 3 セットアップを続けるためにクリックします押して下さい

図 31. CMX インストール完了

インストールプロセスは今実行されます。 セットアップ アシスタントに今ノードの特定の設定
（マップ インポート終了するためにリダイレクトされワイヤレス コントローラおよびメール サ
ーバによって組み合わせます）を。

図 32. CMX 基本的なセットアップ アシスタント
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