
リモートプレゼンスの管理

この章は、次の項で構成されています。

• Serial over LANの設定（1ページ）
•仮想メディアの設定（3ページ）
•仮想 KVMコンソール（10ページ）
• KVMコンソールの起動（11ページ）
•仮想 KVMコンソール （12ページ）
•仮想 KVMの設定（16ページ）

Serial over LANの設定
Serial over LANを使用すると、管理対象システムのシリアルポートの入出力を IP経由でリダイレ
クトできます。ホストコンソールへ Cisco IMCを使用して到達する場合は、サーバで Serial over
LANを設定して使用します。

ネイティブシリアルリダイレクトと serial over LAN同時に使用することはできません。重要

始める前に

Serial over LANを設定するには、管理者権限のあるユーザでログインする必要があります。

手順

Step 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

Step 2 [コンピューティング（Compute）]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [Remote Management]タブをクリックします。

Step 4 [Remote Presence]ペインの [Serial over LAN]タブをクリックします。

Step 5 [Serial over LAN Properties]領域で、次のプロパティを更新します。
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説明名前

オンにすると、このサーバでSerial over LAN（SoL）がイネーブ
ルになります。

[Enabled]チェックボックス

システムが SoL通信に使用するボーレート。次のいずれかにな
ります。

• [9600 bps]

• [19.2 kbps]

• [38.4 kbps]

• [57.6 kbps]

• [115.2 kbps]

[Baud Rate]ドロップダウンリ
スト

システムが SoL通信をルーティングするシリアルポート。

次のいずれかを選択できます。

• [com0]：SoL通信は、外部デバイスへの物理 RJ45接続また
はネットワークデバイスへの仮想 SoL接続をサポートす
る、外部からアクセス可能なシリアルポートである COM
ポート 0を介してルーティングされます。

このオプションを選択すると、システムは、SoLをイネー
ブルにし、RJ45接続をディセーブルにします。これは、
サーバが外部シリアルデバイスをサポートできなくなるこ

とを意味します。

• [com1]：SoL通信は、SoLだけを介してアクセス可能な内
部ポートである、COMポート1経由でルーティングされま
す。

このオプションを選択した場合、COMポート 1上のSoLお
よび COMポート 0上の物理 RJ45接続を使用できます。

ComPort設定を変更すると、既存のすべてのSoLセッ
ションは切断されます。

（注）

[ComPort]ドロップダウンリス
ト

Step 6 [Save Changes]をクリックします。

リモートプレゼンスの管理

2

リモートプレゼンスの管理

Serial over LANの設定



仮想メディアの設定

始める前に

仮想メディアを設定するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

Step 1 [ナビゲーション (Navigation)]ペインの [コンピューティング (Compute)]タブをクリックします。

Step 2 [Compute]メニューでサーバを選択します。

Step 3 [リモート管理 (Remote Management)]タブをクリックします。

Step 4 [リモート管理（Remote Management）]タブで、[仮想メディア（Virtual Media）]タブをクリック
します。

Step 5 [vKVMコンソールベース vMediaプロパティ領域 (vKVM Console Based vMedia Properties Area)]
で、次のプロパティを更新します。

説明名前

オンにすると、仮想メディアがイネーブルになります。

このチェックボックスをオフにすると、すべての仮想

メディアデバイスはホストから自動的に切断されま

す。

（注）

[Enabled]チェックボックス

現在実行されている仮想メディアセッションの数。[Active Sessions]フィールド

オンにすると、すべての仮想メディア通信は暗号化されます。[Enable Virtual Media Encryption]
チェックボックス

これを選択すると、低電力 USBが有効になります。

低電力USBが有効化された場合、ISOをマッピングしてホスト
を再起動した後、ブート選択メニューに仮想ドライブが表示さ

れます。

[低電力 USBを有効化 (Low
Power USB enabled)]チェック
ボックス

Step 6 [Save Changes]をクリックします。

Cisco IMCマップされた vMediaボリュームの作成

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順

Step 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

Step 2 [コンピューティング（Compute）]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [Remote Management]タブをクリックします。

Step 4 [Remote Management]タブで、[Virtual Media]タブをクリックします。

Step 5 [現在マッピング (Current Mappings)]領域で、[新しいマッピングの追加 (Add New Mapping)]を
クリックします。

Step 6 [Add New Mapping]ダイアログボックスで、次のフィールドを更新します。

説明名前

マッピング用にマウントされるイメージの ID。[Volume]フィールド

マッピングのタイプ。次のいずれかになります。

選択したマウントタイプの通信ポートがスイッチでイ

ネーブルになっていることを確認します。たとえば、

マウントタイプとして CIFSを使用している場合は、
ポート 445（これはその通信ポートです）がスイッチ
でイネーブルになっていることを確認します。同様

に、HTTPの場合はポート 80、HTTPSの場合は 443、
NFSの場合は 2049をそれぞれイネーブルにします。

（注）

• [NFS]：ネットワークファイルシステム。

• [CIFS]：Common Internet File System。

• [WWW(HTTP/HTTPS)]：HTTPベースまたは HTTPSベース
のシステム。

仮想メディアをマウントする前に、Cisco IMCは
サーバに pingを実行することによって、エンド
サーバへの到達可能性の確認を試みます。

（注）

[Mount Type]ドロップダウンリ
スト

マップするイメージの URL。形式は選択された [Mount Type]に
よって異なります。

• [NFS]：serverip:/shareを使用します。

• [CIFS]：serverip://shareを使用します。

• [WWW(HTTP/HTTPS)]： http[s]://serverip/share
を使用します。

[リモート共有（RemoteShare）]
フィールド

リモート共有の .isoまたは .imgファイルの名前と場所。[Remote File]フィールド

リモートプレゼンスの管理
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説明名前

[Mount Options]フィールド

リモートプレゼンスの管理
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説明名前

カンマ区切りリストで入力される業界標準のマウントオプショ

ン。オプションは選択された [MountType]によって異なります。

[NFS]を使用している場合は、このフィールドを空白のままに
するか、次の中から 1つ以上を入力します。

• ro

• rw

共有されているフォルダは、読み取り/書き込みオ
プションを使用するための書き込み権限を持って

（注）

いる必要があります。読み取り/書き込みオプショ
ンは、.imgファイルに対してのみ使用できます。

• nolock

• noexec

• soft

• port=VALUE

• timeo=VALUE

• retry=VALUE

• rsize=VALUE

• wsize=VALUE

• vers=VALUE

[CIFS]を使用している場合は、このフィールドを空白のままに
するか、次の中から 1つ以上を入力します。

• ro

• rw

共有されているフォルダは、読み取り/書き込みオ
プションを使用するための書き込み権限を持って

（注）

いる必要があります。読み取り/書き込みオプショ
ンは、.imgファイルに対してのみ使用できます。

• soft

• nounix

• noserverino

• guest

• [username=VALUE]：guest が入力された場合は無視され

リモートプレゼンスの管理
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説明名前

ます。

• [password=VALUE]：guest が入力された場合は無視され
ます。

• sec=VALUE

リモートサーバとの通信時に認証に使用するプロトコル。

CIFS共有の設定に応じて、[VALUE]の値は次のいずれかに
なります。

• [なし（None）]：認証は使用されません。

• [Ntlm]：NT LAN Manager（NTLM）セキュリティプロ
トコル。このオプションは、Windows 2008 R2および
Windows 2012 R2でのみ使用します。

• [Ntlmi]：NTLMiのセキュリティプロトコル。このオプ
ションは、CIFSWindowsサーバでデジタル署名が有効
な場合のみ使用します。

• [Ntlmssp]：NT LAN Managerのセキュリティサポート
プロバイダー（NTLMSSP）プロトコル。このオプショ
ンは、Windows 2008 R2およびWindows 2012 R2での
み使用します。

• [Ntlmsspi]：NTLMSSPiプロトコル。このオプション
は、CIFSWindowsサーバでデジタル署名が有効な場合
のみ使用します。

• [Ntlmv2]：NTLMv2セキュリティプロトコル。このオ
プションは、Samba Linuxでのみ使用します。

• [Ntlmv2i]：NTLMv2iのセキュリティプロトコル。この
オプションは、Samba Linuxでのみ使用します。

• vers=VALUE

値の形式は x.xである必要があります（注）

[WWW(HTTP/HTTPS)]を使用している場合は、このフィールド
を空白のままにするか、次のように入力します。
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説明名前

• noauto

仮想メディアをマウントする前に、Cisco IMCは
サーバに pingを実行することによって、エンド
サーバへの到達可能性の確認を試みます。

（注）

• username=VALUE

• password=VALUE

選択された [Mount Type]のユーザ名（必要な場合）。[User Name]フィールド

選択されたユーザ名のパスワード（必要な場合）。[Password]フィールド

Step 7 [保存（Save）]をクリックします。

Cisco IMCマップされた vMediaボリュームプロパティの表示

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

Step 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

Step 2 [コンピューティング（Compute）]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [Remote Management]タブをクリックします。

Step 4 [Remote Management]タブで、[Virtual Media]タブをクリックします。

Step 5 [Current Mappings]テーブルから行を選択します。

Step 6 [Properties]をクリックし、次の情報を確認します。

説明名前

新しいイメージを追加できるダイアログボックスが開きます。[Add New Mapping]ボタン

選択したイメージのプロパティを表示または変更できるダイア

ログボックスが開きます。

[Properties]ボタン

マウントされた vMediaのマップを解除します。[Unmap]ボタン

最後に試行されたマッピングのステータス。Last Mapping Status

イメージの ID。[Volume]カラム

リモートプレゼンスの管理
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説明名前

マッピングのタイプ。[Mount Type]ドロップダウンリ
スト

イメージの URL。[Remote Share]フィールド

イメージの厳密なファイル位置。[Remote File]フィールド

マップの現在のステータス。次のいずれかになります。

• [OK]：マッピングは正常です。

• [In Progress]：マッピングが進行中です。

• [Stale]：Cisco IMCにマッピングが古いという理由を示すテ
キスト文字列が表示されます。

• [Error]：Cisco IMCにエラーの理由を示すテキスト文字列
が表示されます。

[Status]フィールド

Cisco IMCマップされた vMediaボリュームの削除

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

Step 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

Step 2 [コンピューティング（Compute）]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [Remote Management]タブをクリックします。

Step 4 [Remote Management]タブで、[Virtual Media]タブをクリックします。

Step 5 [Current Mappings]テーブルから行を選択します。

Step 6 [Unmap]をクリックします。

既存の Cisco IMC vMediaイメージの再マッピング

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

リモートプレゼンスの管理
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手順

Step 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

Step 2 [コンピューティング（Compute）]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [Remote Management]タブをクリックします。

Step 4 [Remote Management]タブで、[Virtual Media]タブをクリックします。

Step 5 [Current Mappings]テーブルから行を選択します。

Step 6 [Remap]をクリックします。

Cisco IMC vMediaイメージの削除

始める前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

Step 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

Step 2 [コンピューティング（Compute）]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [Remote Management]タブをクリックします。

Step 4 [Remote Management]タブで、[Virtual Media]タブをクリックします。

Step 5 [Current Mappings]テーブルから行を選択します。

Step 6 [Delete]をクリックします。

仮想 KVMコンソール
vKVMコンソールはCisco IMCからアクセス可能なインターフェイスであり、サーバへのキーボー
ド、ビデオ、マウス（vKVM）の直接接続をエミュレートします。vKVMコンソールを使用する
と、リモートの場所からサーバに接続できます。

サーバに物理的に接続されたCD/DVDドライブまたはフロッピードライブを使用する代わりに、
vKVMコンソールは仮想メディアを使用します。これは、仮想 CD/DVDドライブまたはフロッ
ピードライブにマップされる実際のディスクドライブまたはディスクイメージファイルです。

次のいずれでも仮想ドライブにマップできます。

•コンピュータ上の CD/DVDまたはフロッピードライブ

•コンピュータ上のディスクイメージファイル（ISOまたは IMGファイル）

リモートプレゼンスの管理
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•コンピュータ上の USBフラッシュドライブ

•ネットワーク上の CD/DVDまたはフロッピードライブ

•ネットワーク上のディスクイメージファイル（ISOまたは IMGファイル）

•ネットワーク上の USBフラッシュドライブ

vKVMコンソールを使用してサーバに OSをインストールできます。

S3260ストレージサーバに vKVMコンソールを正常に設定するには、Cisco IMC、CMCおよび
BMCコンポーネントの IPアドレスを設定する必要があります。CLIインターフェイスまたはWeb
UIを使用してこれらのコンポーネントの IPアドレスを設定できます。CLIの場合は、コマンド
scope networkを使用するか、または scope <chassis/server1/2><cmc/bmc><network>を使用して設定
を表示します。

Webインターフェイスでネットワークコンポーネントの IPアドレスを設定するには、「ネット
ワーク関連の設定」の項に記載する手順を参照してください。

（注）

KVMコンソールの起動
KVMコンソールは、ホームページまたは [Remote Management]領域から起動できます。

手順

Step 1 ホームページからコンソールを起動するには、[Navigation]ペインで、[Chassis]メニューをクリッ
クします。

Step 2 [Chassis]メニューの [Summary]をクリックします。

Step 3 ツールバーから、[vKVMの起動 (Launch vKVM)]をクリックし、を選択します。

Step 4 [Servers]ドロップダウンメニューで、サーバを選択します。

Step 5 または、[Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

Step 6 [コンピューティング（Compute）]メニューでサーバを選択します。

Step 7 作業ウィンドウの [Remote Management]タブをクリックします。

Step 8 [Remote Management]ペインで、[Virtual KVM]タブをクリックします。

Step 9 [仮想 vKVM (Virtual vKVM)]タブで、[vKVMコンソールの起動 (Launch vKVM console)]をクリッ
クします。

Step 10 必須:ポップアップウィンドウに表示されているURLリンクをクリックして、クライアントアプ
リケーションをロードします。vKVMコンソールを起動するたびにリンクをクリックする必要が
あります。

リモートプレゼンスの管理
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仮想 KVMコンソール
vKVMコンソールはCisco IMCからアクセス可能なインターフェイスであり、サーバへのキーボー
ド、ビデオ、マウス（vKVM）の直接接続をエミュレートします。遠隔地のサーバから接続して
制御し、この vKVMセッション中にアクセスできる仮想ドライブに物理ロケーションをマッピン
グすることができます。

[ファイル（File）]メニュー

説明メニュー項目

ダイアログボックスが開き、コンテンツを貼り付けることがで

きます。

ファイルからテキストの貼り付

け/テキストの送信

JPGイメージとして現在の画面を保存できる [保存（Save）]ダ
イアログボックスが開きます。

ファイルにキャプチャ

vKVMコンソールを閉じます。終了

[View]メニュー

説明メニュー項目

ユーザがデータの入力に使用できる vKVMコンソールの仮想
キーボードを表示します。

Keyboard

サーバの現在のビデオ出力を使用してコンソール表示を更新し

ます。

[更新（Refresh）]

画面全体になるように vKVMコンソールを拡大します。Full Screen

[Macros]メニュー

リモートシステムで実行するキーボードショートカットを選択します。

説明メニュー項目

マクロの定義済みのセットを表示します。[静的マクロ（Static Macros）]
メニュー

マクロの作成および管理ができる [ConfigureUserDefinedMacros]
ダイアログボックスを開きます。

システム定義されたマクロは削除できません。

Manage

リモートプレゼンスの管理
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[Tools]メニュー

説明メニュー項目

以下の項目が指定できる [セッションオプション（Session
Options）]ダイアログを開きます。

• [Scaling]：画面の縦横率を維持するかどうかを指定します。
[Maintain Aspect Ratio]チェックボックスをオンまたはオフ
にします（デフォルトはオン）。

•マウスアクセラレーション：ターゲットシステムで使用す
るマウスアクセラレーション。デフォルトは、[Absolute
positioning (Windows, Newer Linux &MACOSX)]です。その
他のオプションを次に示します。

• Relative Positioning, no acceleration

• Relative Positioning (RHEL, Older Linux)

•テキストの貼り付け：クリップボードまたはファイルから
テキストを貼り付けることを選択できます。

[Session Options]

アクティブな vKVMセッションを持つすべてのユーザ IDを表
示する [セッションユーザリスト（Session User List）]ダイア
ログボックスを開きます。

[セッションユーザリスト
（Session User List）]

他のユーザと通信するための [Chat]ボックスを開きます。[Chat]

リモートプレゼンスの管理
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説明メニュー項目

[統計情報（Stats）]ダイアログボックスが開き、[ライブvKVM
(Live vKVM)]には次の項目が表示されます。

•フレームレート：フレームレート単位は、フレーム数/秒
です。

•帯域幅：帯域幅単位は、KB/秒です。

•圧縮率：圧縮単位は、使用される圧縮割合です。

•パケットレート：パケットレート単位は、パケット/秒で
す。

vMediaがアクティブになると、[仮想メディア (Virtual Media)]
ダイアログボックスに以下の項目が表示されます。

•ターゲットデバイス：ローカルデバイスのタイプ。

•マッピング先：ホストサーバのデバイスがマッピングされ
ているローカルのデバイスまたはイメージファイルの種

類。

•期間：マッピングするデバイスの経過時間。

•読み取りバイト数：サーバで送受信されたバイト数。

統計（Stats）

.dvcファイルを選択できる [Cisco vKVM Playback (Cisco

KVM 再生)]ウィンドウが開きます。

再生コントロール

[Power]メニュー

説明メニュー項目

システムの電源を入れます。

このオプションは、システムの電源がオンに

なっている場合は無効で、システムの電源がオ

フになっている場合に有効です。

システムの電源オン

仮想コンソールセッションからシステムの電源

をオフにします。

このオプションは、システムの電源がオンの場

合に有効で、システムの電源がオフの場合は無

効です。

システムの電源オフ

リモートプレゼンスの管理
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説明メニュー項目

電源をオフにすることなくシステムを再起動し

ます。

このオプションは、システムの電源がオンの場

合に有効で、システムの電源がオフの場合は無

効です。

システムのリセット (ウォームブート)

システムの電源をオフにしてから、再度オンに

します。

このオプションは、システムの電源がオンの場

合に有効で、システムの電源がオフの場合は無

効です。

システムの電源の再投入 (コールドブート)

[Boot Device]メニュー

説明名前

このオプションをオンにすると、ホストは設定

されている最初のデバイスを起動できます。

[No Override]

サーバの起動に使用するブートデバイスのリス

ト。次回のサーバブートに対してのみ使用さ

れ、現在設定されているブート順序が乱される

ことはありません。ワンタイムブートデバイ

スからサーバを起動すると、事前に設定されて

いるブート順で以降のすべてのリブートが行わ

れます。最大 15のデバイスが vKVMコンソー
ルに表示されます。

[Boot Device]リスト

[Virtual Media]メニュー

説明名前

ISOイメージを作成できます。[Create Image]ダ
イアログボックスでファイルまたはフォルダを

ドラッグアンドドロップします。これらのファ

イルまたはフォルダは ISOイメージに変換され
ます。[Download ISO Image]ボタンを使用して、
ISOイメージをローカルマシンに保存できま
す。

Create Image

このオプションは、Google Chromeの
Webブラウザを使用している場合にの
み使用できます。

（注）

vMediaセッションをアクティブにし、ユーザが
ローカルコンピュータまたはネットワークか

ら、ドライブまたはイメージファイルをアタッ

チできるようにします。

Activate Virtual Devices

リモートプレゼンスの管理
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[Help]メニュー

説明名前

このオプションをクリックすると、このウィン

ドウに戻ります。

Help Topics

vKVMビューアのバージョン番号を表示しま
す。

vKVMビューアについて

Settings

[Settings]アイコンは、HTML vKVMビューアウィンドウの右上隅にあります。

説明名前

ユーザロール名を表示します。[Logged in as:]

ホスト名を表示します。Cisco IMCホスト名

仮想 KVMの設定

始める前に

仮想 KVMを設定するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

手順

Step 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

Step 2 [コンピューティング（Compute）]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [Remote Management]タブをクリックします。

Step 4 [Remote Management]ペインで、[Virtual KVM]タブをクリックします。

Step 5 [Virtual KVM]タブの [vKVMプロパティ (vKVM Properties)]領域で、次のフィールドに値を入力
します。

説明名前

オンにすると、仮想 KVMがイネーブルになります。

仮想メディアビューアにはKVMを使用してアクセス
します。KVMコンソールをディセーブルにすると、
Cisco IMCはホストに接続されているすべての仮想メ
ディアデバイスへのアクセスもディセーブルにしま

す。

（注）

[Enabled]チェックボックス

リモートプレゼンスの管理
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説明名前

許可されている KVMの同時セッションの最大数。選択できる
数値は 1～ 4です。

[Max Sessions]ドロップダウン
リスト

サーバで実行されている KVMセッションの数。[Active Sessions]フィールド

KVM通信に使用するポート。[Remote Port]フィールド

オンにすると、サーバは KVMで送信されるすべてのビデオ情
報を暗号化します。

[EnableVideo Encryption]チェッ
クボックス

オンにすると、KVMセッションはサーバに接続されているすべ
てのモニタにも表示されます。

[Enable Local Server Video]
チェックボックス

Step 6 [Save Changes]をクリックします。

仮想 KVMのイネーブル化

始める前に

仮想 KVMをイネーブルにするには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要がありま
す。

手順

Step 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

Step 2 [コンピューティング（Compute）]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [Remote Management]タブをクリックします。

Step 4 [Remote Management]ペインで、[Virtual KVM]タブをクリックします。

Step 5 [Virtual KVM]タブで、[Enabled]チェックボックスをオンにします。

Step 6 [Save Changes]をクリックします。

仮想 KVMのディセーブル化

始める前に

仮想KVMをディセーブルにするには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要がありま
す。

リモートプレゼンスの管理
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手順

Step 1 [Navigation]ペインの [Compute]メニューをクリックします。

Step 2 [コンピューティング（Compute）]メニューでサーバを選択します。

Step 3 作業ウィンドウの [Remote Management]タブをクリックします。

Step 4 [Remote Management]ペインで、[Virtual KVM]タブをクリックします。

Step 5 [Virtual KVM]タブで、[Enabled]チェックボックスをオフにします。

Step 6 [Save Changes]をクリックします。

リモートプレゼンスの管理
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