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このマニュアルの使用法

このガイドでは、リモートからホストコンソールにアクセスするための Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 リモートコンソール機能のセットアップ
および使用方法について説明します。

このガイドは、Oracle ILOM 3.0 ドキュメントライブラリのほかのガイドと共に使用し
てください。このガイドは、技術者、システム管理者、Oracle 認定サービスプロバイ
ダ、およびシステムハードウェアの管理経験があるユーザーを対象としています。

■ viii ページの「ドキュメントおよびフィードバック」

■ ix ページの「製品のダウンロード」

■ x ページの「Oracle ILOM 3.0 ファームウェアのバージョン番号方式」

■ xi ページの「ドキュメント、サポート、およびトレーニング」
vii



ドキュメントおよびフィードバック
Oracle ILOM 3.0 ドキュメントライブラリは、
(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19860-01&id=
homepage)

このドキュメントに関するフィードバックは、
(http://www.oraclesurveys.com/se.ashx?s=25113745587BE578)

用途 タイトル 形式

オンラインドキュメント
セット

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 
3.0 HTML のドキュメントコレクション

HTML

クイックスタート 『Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 クイックスタートガイド』

PDF

リモート KVMS 『Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 リモートリダイレクションコンソー
ル － CLI および Web ガイド』

PDF

日常的な管理機能 『Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 日常的な管理 － 概念ガイド』

PDF

日常的な管理 － Web インタ
フェース 

『Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 日常的な管理 － Web 手順ガイド』

PDF

日常的な管理 － CLI 『Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 日常的な管理 － CLI 手順ガイド』

PDF

プロトコル管理 『Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 プロトコル管理 － SNMP、IPMI、
CIM、WS-MAN ガイド』

PDF

CMM 管理 『Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) CMM 管理ガイド － Sun Blade 
6000/Sun Blade 6048 モジュラーシステム』

PDF

保守および診断 『Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 保守と診断 － CLI および Web 
ガイド』

PDF

最新情報 『Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 機能更新およびリリースノート』

PDF
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製品のダウンロード
Oracle ILOM 3.0 ファームウェアの更新プログラムは、各 Sun サーバーおよび Sun 
Blade シャーシシステムについて My Oracle Support (MOS) Web サイトからダウン
ロードできるスタンドアロンソフトウェア更新プログラムを通じて入手できます。
このようなソフトウェア更新プログラムを MOS Web サイトからダウンロードする
には、次の手順を参照してください。

▼ 製品のソフトウェアおよびファームウェアのダウン
ロード

1. (http://support.oracle.com) にアクセスします。

2. My Oracle Support にサインインします。

3. ページの上部にある「Patches and Updates (パッチと更新)」タブをクリックし
ます。

4. 「Patches Search (パッチ検索)」ボックスで、「Product or Family (Advanced 
Search) (製品またはファミリ (詳細検索))」を選択します。

5. 「Product? Is (製品)」フィールドで、製品名のすべてまたは一部 (Sun Fire X4470 
など) を入力し、一致する製品のリストが表示されたら、対象となる製品を選択し
ます。

6. 「Release? Is (リリース)」プルダウンリストで、下矢印をクリックします。

7. 表示されたウィンドウで、製品フォルダアイコンの近くにある三角形 (>) をクリッ
クして選択肢を表示し、対象となるリリースを選択します。

8. 「Patches Search (パッチ検索)」ボックスで、「Search (検索)」をクリックし
ます。

製品のダウンロードのリスト (パッチとしてリストされる) が表示されます。

9. 対象となるパッチ名 (Patch 10266805 for the Oracle ILOM や BIOS portion of the 
Sun Fire X4470 SW 1.1 release など) を選択します。

10. 表示された右側の区画で、「Download (ダウンロード)」をクリックします。
このマニュアルの使用法 ix
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Oracle ILOM 3.0 ファームウェアのバー
ジョン番号方式
Oracle ILOM 3.0 では、ファームウェアのバージョン番号方式を使用することによっ
て、サーバーまたは CMM で実行しているファームウェアのバージョンを識別しやす
くしています。この番号方式では、5 つのフィールドがある文字列を使用しています。
たとえば、a.b.c.d.e となります。

■ a － Oracle ILOM のメジャーバージョンを示します。

■ b － Oracle ILOM のマイナーバージョンを示します。

■ c － Oracle ILOM の更新バージョンを示します。

■ d － Oracle ILOM のマイクロバージョンを示します。マイクロバージョンは、
プラットフォームまたはプラットフォームのグループ単位で管理されます。詳細
は、使用しているプラットフォームの製品ノートを参照してください。

■ e － Oracle ILOM のナノバージョンを示します。ナノバージョンは、マイクロ
バージョンの増分反復です。

たとえば、Oracle ILOM 3.1.2.1.a の意味は、次のとおりです。

■ Oracle ILOM 3 はメジャーバージョン

■ Oracle ILOM 3.1 はマイナーバージョン

■ Oracle ILOM 3.1.2 は 2 番目の更新バージョン

■ Oracle ILOM 3.1.2.1 はマイクロバージョン

■ Oracle ILOM 3.1.2.1.a は 3.1.2.1 のナノバージョン

ヒント – Sun サーバーまたは CMM でインストールされているファームウェアを特
定するには、Web インタフェースで「System Information」-->「Versions」をクリッ
クするか、コマンド行インタフェースで version と入力します。 
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ドキュメント、サポート、およびトレー
ニング
これらの Web サイトでは追加リソースを提供しています。

■ ドキュメント (http://www.oracle.com/technetwork/indexes/
documentation/index.html)

■ サポート (https://support.oracle.com)

■ トレーニング (https://education.oracle.com)
このマニュアルの使用法 xi
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Oracle ILOM Web および CLI リモー
トリダイレクションオプション

関連情報

■ 5 ページの「Oracle ILOM リモートコンソール機能について」

■ 11 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールを初めて使用する場合のセット
アップ」

■ 25 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールの起動および KVMS デバイスのリ
ダイレクト」

■ 39 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI 機能について」

■ 43 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を初めて使用する場合のセッ
トアップ」

■ 53 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用したストレージデバイ
スのリダイレクト」

説明 リンク

Oracle ILOM SP リモートリダイレク
ションの概要を説明します。

• 2 ページの「Oracle ILOM リモートコン
ソール」

Oracle ILOM Storage Redirection コマンド
行インタフェースの概要を説明します。

• 3 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection 
CLI」
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Oracle ILOM リモートコンソール
Oracle ILOM リモートコンソールは、Oracle Sun x86 プロセッサベースのすべての
サーバーでサポートされています。また、SPARC プロセッサベースの一部のサー
バーでもサポートされています。Oracle ILOM リモートコンソールは、Oracle ILOM 
Web インタフェースから起動できる Java アプリケーションです。Oracle ILOM リ
モートコンソールを使用する場合、リモートホストサーバー上の次のデバイスをリ
モートからリダイレクトおよび制御できます。

■ キーボード (Keyboard)

■ マウス (Mouse)

■ ビデオコンソールディスプレイ (Video console display) 

■ ストレージデバイスまたはイメージ (CD/DVD、フロッピーデバイス、ISO イメージ)

Oracle ILOM リモートコンソールを使用すると、ローカルクライアント上のデバイスを
リモートホストサーバーに直接接続されているかのように動作させることができます。
たとえば、リダイレクト機能を使用して、次の操作を実行できます。 

■ ローカルメディアドライブから遠隔ホストサーバーにソフトウェアをインストールし
ます。

■ 遠隔ホストサーバー上のコマンド行ユーティリティーをローカルクライアントから
実行します。

■ ローカルクライアントから遠隔ホストサーバー上の GUI ベースのプログラムにア
クセスし、実行します。

■ サーバーの機能をローカルクライアントからリモートで設定します。

■ サーバーのポリシーをローカルクライアントからリモートで管理します。

■ サーバーの要素をローカルクライアントからリモートで監視します。

■ リモートホストサーバーから通常実行可能なソフトウェアタスクのほとんどすべ
てを、ローカルクライアントから実行します。 

Oracle ILOM リモートコンソールは、ビデオとシリアルコンソールの 2 つのリダイレ
クト方法をサポートしています。ビデオリダイレクトは、Sun x86 プロセッサベース
のすべてのサーバーと Sun SPARC プロセッサベースの一部のサーバーでサポートさ
れています。シリアルコンソールリダイレクトは、SPARC プロセッサベースのすべ
てのサーバーでサポートされています。シリアルコンソールリダイレクトは、現在、
x86 プロセッサベースのサーバーではサポートされていません。
2 Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 リモートリダイレクションコンソール － CLI および Web ガイド • 2011 年 7 月



Oracle ILOM リモートコンソールを使用したホストデバイスのリダイレクトの詳細に
ついては、次のトピックを参照してください。

■ 5 ページの「Oracle ILOM リモートコンソール機能について」

■ 11 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールを初めて使用する場合のセット
アップ」

■ 25 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールの起動および KVMS デバイスのリ
ダイレクト」

Oracle ILOM Storage Redirection CLI
ILOM の Storage Redirection CLI は、Oracle Sun x86 プロセッサベースのすべてのサー
バーでサポートされています。また、この CLI は、SPARC プロセッサベースの一部の
サーバーでサポートされています。ただし、Storage Redirection CLI は、ILOM 2.0 を
実行する Sun サーバー SP やシャーシ監視モジュール (CMM) ではサポートされていま
せん。また、ILOM 3.0 を実行する CMM でもサポートされていません。ただし、CMM 
Web インタフェースには、Storage Redirection サービスおよびクライアント CLI ツール
へのダウンロードリンクが依然として表示されます。このサービスとクライアントツー
ルをマシンにダウンロードして実行すると、ILOM 3.0 を実行するサーバーモジュール
へのストレージリダイレクトに使用できるようになります。 

Storage Redirection CLI を使用すると、ローカルクライアント上のストレージデバイ
ス (CD/DVD ドライブまたは ISO イメージ) が、リモートホストサーバーに直接接続
されているかのように動作します。たとえば、リダイレクト機能を使用して、次の操
作をローカルで実行できます。

■ Oracle ILOM リモートコンソール Java アプリケーションを起動せずに、ストレージ
デバイスまたはイメージをデスクトップからリモート SP ホストへ直接マウントし
ます。

■ メディアをリダイレクトし、/HOST/console を使用してテキストベースのコン
ソール通信を行います。

■ 複数の SP ホストサーバーでストレージリダイレクトを開始および停止するスクリ
プトを記述します。

注 – Storage Redirection CLI は、リモートメディア制御にのみ使用できます。リモー
トホストサーバー上のほかのデバイス (キーボード、ビデオディスプレイ、マウスな
ど) をリモートから管理する必要がある場合は、Sun ILOM リモートコンソールを使
用する必要があります。Oracle ILOM リモートコンソールの詳細については、2 ペー
ジの「Oracle ILOM リモートコンソール」を参照してください。
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Oracle ILOM Storage Redirection CLI のセットアップおよび使用方法の詳細については、
次のトピックを参照してください。

■ 39 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI 機能について」

■ 43 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を初めて使用する場合のセッ
トアップ」

■ 53 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用したストレージデバイ
スのリダイレクト」
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Oracle ILOM リモートコンソール機能
について

ここでは、Oracle ILOM リモートコンソール機能について説明します。

関連情報

■ 11 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールを初めて使用する場合のセット
アップ」

■ 25 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールの起動および KVMS デバイスのリ
ダイレクト」

説明 リンク

国際キーボードのサポートについて説明し
ます。

6 ページの「国際キーボードのサポート」

複数のリモートコンソールセッションの管
理について説明します。

6 ページの「1 台構成または複数台構成の管理
ビュー」

リモートコンソールのデフォルトネット
ワークポートおよびプロトコルについて説
明します。

8 ページの「ネットワーク通信ポートとプロト
コル」

必要なサインイン権限について説明します。 9 ページの「サインイン認証」

Oracle ILOM リモートコンソールのセキュ
リティー保護について説明します。

9 ページの「リモートコンソールのセキュリ
ティー保護」
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国際キーボードのサポート 
Oracle ILOM 3.0.9 以降の Oracle ILOM リモートコンソールでは、次の国際キーボー
ドのすべての文字の使用がサポートされます。

■ スウェーデン語キーボード

■ スイス系フランス語キーボード

■ フィンランド語キーボード

注 – Oracle ILOM 3.0.9 より前の Oracle ILOM リモートコンソールでは、これらの
キーボードの国際文字すべての使用はサポートされていませんでした。

1 台構成または複数台構成の管理ビュー
Oracle ILOM リモートコンソールは、1 台構成および複数台構成のリモートサーバー
管理ビューをサポートしています。 

1 台構成および複数台構成のサーバー管理ビューは、現在、x86 プロセッサベースの
すべてのサーバーと、SPARC ベースの一部のサーバーでサポートされています。

■ 1 台構成のリモートサーバー管理ビュー － Oracle ILOM リモートコンソールを起動
して、1 つのウィンドウから 1 台のリモートホストサーバーを管理し、リモートの
キーボード、ビデオ、マウス、ストレージ (KVMS) 機能を利用できます。 

1 台構成のリモートサーバー管理ビューは、どのサーバー SP の IP アドレスに接続
する場合にもサポートされます。 
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図: 1 台構成のサーバー管理ビュー

■ 複数台構成のリモートサーバー管理ビュー － Oracle ILOM リモートコンソールを
起動して、複数のリモートホストサーバービューを管理できます。 

複数台構成のリモートサーバー管理ビューは、(1) 別のリモートホストサーバーを
管理する新しい Oracle ILOM リモートコントロールセッションを追加する場合、
(2) x86 シャーシ管理モジュール (CMM) に関連付けられた IP アドレスに接続する
場合のいずれかでサポートされます。
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図: 複数台構成のサーバー管理ビュー

ネットワーク通信ポートとプロトコル
Oracle ILOM リモートコンソールは次のネットワークポートとプロトコルを使用して、
リモートホストサーバーの SP と通信します。

表: SP Oracle ILOM リモートコンソールのネットワークポートとプロトコル

ポート プロトコル SP － Oracle ILOM リモートコンソール

5120 TCP CD

5123 TCP フロッピーディスク

5121 TCP キーボードおよびマウス
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サインイン認証
Oracle ILOM Web インタフェースから Oracle ILOM リモートコンソールを起動する
には、Administrator ユーザーの役割のプロファイルの権限または Console (c) の役割
の権限を持つユーザーアカウントを使用してサインインする必要があります。そのあ
とは、リダイレクトの開始、リダイレクトの停止、またはリダイレクトの再開のいず
れかを実行するたびに、プロンプトに対してこれらのアカウントを入力する必要があ
ります。 

注 – Oracle ILOM でシングルサインオン機能が無効になっている場合は、Administrator 
ユーザーの役割のプロファイルまたは Console (c) の役割の権限を持つユーザーに対
して、「Login」ダイアログボックスを使用して再び Oracle ILOM にサインインする
ように求めるプロンプトが表示されます。シングルサインオン機能の詳細については、
『Oracle ILOM 3.0 日常的な管理 － 概念ガイド』を参照してください。

リモートコンソールのセキュリティー
保護
Oracle ILOM 3.0.4 以降では、Oracle ILOM リモートコンソールでロック機能を使用で
きます。ロック機能を使用すると、Oracle ILOM リモートコンソールセッションを終
了するときにコンピュータをロックできるため、システムのセキュリティーが強化さ
れます。具体的には、Oracle ILOM リモートコンソールセッションを終了するとき、
またはサーバーへの管理対象ネットワーク接続が切断されたときに、ロックが実行さ
れます。

5556 TCP リダイレクト認証

7578 TCP ビデオ

7579 TCP SPARC サーバーのみ

表: SP Oracle ILOM リモートコンソールのネットワークポートとプロトコル (続き)

ポート プロトコル SP － Oracle ILOM リモートコンソール
Oracle ILOM リモートコンソール機能について 9



Windows オペレーティングシステムを実行しているホストの場合、Oracle ILOM で 
Windows をオプションとして選択することにより、コンピュータのロック機能を有
効にできます。Windows ロックモードオプションは、Windows オペレーティングシ
ステムをロックする標準の Windows キーボードショートカット (Ctrl + Alt + Del、K 
キー) と連係して機能します。

Solaris または Linux オペレーティングシステムを実行している場合は、Oracle ILOM 
でカスタムロックモード機能を実装することにより、Oracle ILOM リモートコンソー
ル終了時にコンピュータのロック動作を実行できます。 

Oracle ILOM のカスタムロックモード機能を使用すると、実行しているホストオペ
レーティングシステムの定義済みキーボードショートカットに関連付けられたシステ
ム動作を実行できます。Oracle ILOM でカスタムキーボードショートカット動作を実
行するには、キーボードショートカットを使用してホストオペレーティングシステム
上で実行する動作を最初に定義する必要があります。次に、定義した動作を Oracle 
ILOM リモートコンソール終了時に実行するには、Oracle ILOM のカスタム KVMS 
ロックモード機能で OS のキーボードショートカットパラメータを指定する必要があ
ります。

詳細は、18 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールのセキュリティー保護」を
参照してください。
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Oracle ILOM リモートコンソールを
初めて使用する場合のセットアップ

関連情報

■ 8 ページの「ネットワーク通信ポートとプロトコル」

■ 6 ページの「国際キーボードのサポート」

■ 2 ページの「Oracle ILOM リモートコンソール」

■ 9 ページの「サインイン認証」

説明 リンク プラットフォーム機能のサポート

Oracle ILOM リモートコン
ソールをセットアップするた
めの要件を確認します。

• 12 ページの「初期セット
アップの要件 (Oracle ILOM 
リモートコンソール)」

• x86 システムサーバー SP
• SPARC システムサーバー

初期セットアップの手順を実
行します。

• 13 ページの「KVMS リダイ
レクト設定の構成」

• 14 ページの「32 ビット JDK 
の登録」

必要に応じて、Oracle ILOM 
リモートコンソールをセキュ
リティー保護します。

• 18 ページの「Oracle ILOM 
リモートコンソールのセ
キュリティー保護」
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初期セットアップの要件 (Oracle ILOM 
リモートコンソール)
この節の手順を開始する前に、次の要件が満たされていることを確認してください。

■ サーバーの ILOM サービスプロセッサの基本的なセットアップとネットワーク構成を
あらかじめ実行しておく必要があります。『Oracle ILOM 3.0 Daily Management 
Web Interface Procedures Guide』の説明に従って Oracle ILOM にログインできる
ようにしておきます。

■ Oracle ILOM リモートコンソールを使用するには、Administrator ユーザーの役割
のプロファイルまたは Console (c) の役割の権限を持つユーザーアカウントが必要
です。

■ Oracle ILOM リモートコンソールは、ビデオとシリアルコンソールの 2 つのリダ
イレクト方法をサポートしています。ビデオリダイレクトは、Oracle Sun x86 プロ
セッサベースのすべてのサーバーと SPARC プロセッサベースの一部のサーバーで
サポートされています。シリアルコンソールリダイレクトは、すべての SPARC 
サーバーでサポートされていますが、x86 サーバーについては現時点ではサポート
されていません。 

■ Oracle ILOM リモートコンソールを実行するには、JRE 1.5 以上 (Java 5.0 以上) の
ソフトウェアがローカルクライアントにインストールされている必要があります。
Java Runtime Environment 1.5 をダウンロードするには、(http://java.com) 
にアクセスしてください。

■ Oracle ILOM リモートコンソールは、次の表に示すオペレーティングシステム、
Web ブラウザ、および JVM を搭載したローカルクライアントでサポートされてい
ます。

表: サポートされているオペレーティングシステム、Web ブラウザ、および JVM

オペレーティングシステム Web ブラウザ
Java 仮想マシン 
(Java Virtual Machine、JVM)

Oracle Solaris (9 および 10) • Mozilla 1.7.5 以上

• Firefox 1.0 以上

• 32 ビット JDK

Linux (Red Hat、SuSE、Ubuntu、Oracle) • Mozilla 1.7.5 以上

• Firefox 1.0 以上

• Opera 6.x 以降

• 32 ビット JDK

Microsoft Windows (98、2000、XP、Vista)
注 – IPv6 ネットワークの場合、サポートさ
れているのは Vista、Windows Server 2008、
および Windows 7 クライアントのみです。

• Internet Explorer 6.0 以上

• Mozilla 1.7.5 以上

• Firefox 1.0 以上

• Opera 6.x 以降

• 32 ビット JDK
注 – IPv6 ネットワークの
場合は、JDK170b36 以上を
使用してください。
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▼ KVMS リダイレクト設定の構成 
Oracle ILOM リモートコンソールで、ビデオコンソールによるホストサーバーのリ
モート KVMS 管理の設定を構成するには、次の手順を実行します。 

1. Oracle ILOM SP の Web インタフェースにログインします。

2. 「Remote Control」-->「KVMS」をクリックします。 

「KVMS Settings」ページが表示されます。 

注 – 前の図に示されている「Remote Control」のサブタブのオプションは、サーバー
によって異なります。同様に、「KVMS settings」ページの KVMS 設定オプションは、
Sun サーバーによって異なります。詳細は、手順 3 に示されているリモートコントロー
ル設定の説明を参照してください。
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3. 「KVMS Settings」ページのオプションを使用して、リモートサーバーを管理する
ための次のリモートコントロール設定を指定します。 

注 – シリアルコンソールリダイレクトの場合は、リモートコンソールセッションがア
クティブである間、KVMS 設定が有効になります。

32 ビット JDK の登録
この節で説明する初期セットアップの手順は、ビデオリダイレクトおよび 32 ビット 
JDK ファイルの登録にのみ適用されます。SPARC シリアルコンソールからデバイスをリ
ダイレクトする場合は、この節で説明する初期セットアップの作業は必要ありません。

■ 15 ページの「Windows Internet Explorer の使用時に 32 ビット JDK ファイルの種
類を登録する」

■ 15 ページの「Firefox の使用時に 32 ビット JDK ファイルの種類を登録する」

リモートコン
トロール設定 適用対象 操作

KVMS State ビデオリダイレ
クト

管理対象ホストのキーボード、ビデオ、マウス、および
ストレージデバイスのリダイレクトを有効にするには、
「Enabled」をクリックします。このチェックボックスを
オフのままにすると、KVMS デバイスのリダイレクトは
無効になります。

Mouse 
Mode 
Settings

ビデオリダイレ
クト

次のいずれかのマウスモード設定を選択します。

• Absolute － Oracle Solaris または Windows オペレー
ティングシステムを使用している場合に最大のパ
フォーマンスを引き出すには、「Absolute」マウス
モードを選択します。「Absolute (絶対)」がデフォル
トです。

• Relative － Linux オペレーティングシステムを使用し
ている場合は「Relative」マウスモードを選択します。
すべての Linux オペレーティングシステムで
「Absolute (絶対)」モードがサポートされているわけ
ではありません。

注 – Oracle ILOM 3.0.4 およびそれ以降のバージョンの 
Oracle ILOM では、サーバー SP を再起動せずに
「Relative」と「Absolute」の設定を切り替えることが
できます。変更は Oracle ILOM リモートコンソールです
ぐに有効になります。
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▼ Windows Internet Explorer の使用時に 32 ビット 
JDK ファイルの種類を登録する

Oracle ILOM リモートコンソールの起動に Windows Internet Explorer (IE) Web ブラ
ウザを使用する場合は、Internet Explorer を使用して Oracle ILOM リモートコンソー
ルを起動する前に 32 ビット JDK ファイルをシステムに登録する必要があります。

注 – JDK は IPv6 ネットワーク環境で Windows XP をサポートしていないので、
Windows XP IPv6 クライアントからの ILOM リモートコンソールの起動はサポート
されていません。IPv6 を使用し、Microsoft Windows オペレーティングシステムを実
行しているネットワーク環境では、JDK170b36 を使用する Microsoft Windows Vista、
Windows Server 2008、または Windows 7 クライアントから ILOM リモートコンソー
ルを起動してください。

32 ビット JDK ファイルを登録するには、次の手順を実行します。

1. Windows クライアントで、Windows エクスプローラ (Internet Explorer ではあり
ません) を開きます。

2. Windows エクスプローラで、「ツール」-->「フォルダオプション」を選択し、
「ファイルの種類」タブを選択します。

3. 「ファイルの種類」タブで、次の操作を行います。

a. 「登録されているファイルの種類」リストで、「JNLP」ファイルの種類を選
択し、「変更」をクリックします。

b. 「ファイルを開くプログラムの選択」ダイアログで、「参照」をクリックして 
32 ビット JDK ファイルを選択します。

c. 「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」
チェックボックスをオンにします。

d. 「OK」をクリックし、Oracle ILOM Web インタフェースで Storage Redirection 
用のサービスを起動します。 

▼ Firefox の使用時に 32 ビット JDK ファイルの種
類を登録する

Oracle ILOM リモートコンソールの起動に Mozilla Firefox Web ブラウザを使用する
場合は、Firefox を使用して Oracle ILOM リモートコンソールを起動する前に 32 ビッ
ト JDK ファイルをシステムに登録する必要があります。

32 ビット JDK ファイルを登録するには、次の手順を実行します。
Oracle ILOM リモートコンソールを初めて使用する場合のセットアップ 15



1. サーバー SP の Oracle ILOM Web インタフェースにログインします。

2. 「Remote Control」-->「Redirection」を選択します。 

「Launch Redirection」ページが表示されます。

注 – 使用しているプラットフォームによって、「Launch Redirection」ページに表示
されるリダイレクトオプションの組み合わせは異なります。複数のオプションが表示
されている場合は、このホストをリモート管理するために使用するリダイレクトの種
類を選択してください。

3. リダイレクトされたシステムコンソールの表示方法を指定するには、いずれかの
ラジオボタンをクリックします。
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4. 「Launch Redirection」をクリックします。

プログラム起動用に選択されているファイルの種類を示すダイアログボックスが
表示されます。

5. 「Java Start Web Program」ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

a. 「Open with...」をクリックして 32 ビット JDK ファイルを指定します。

b. 「Do this automatically for files like this from now on」チェックボックスを
オンにします。 

注 – サイトの名前が証明書の名前と一致していないことを示す、証明書に関する警告
メッセージが表示される場合は、「Run」をクリックして続行します。

「Oracle ILOM Remote Console」ウィンドウが表示されます。
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Oracle ILOM リモートコンソールのセ
キュリティー保護

Oracle ILOM リモートコンソールのロックオプ
ションを有効にする場合の特別な考慮事項

Oracle ILOM で KVMS モードオプションを有効にする前に、次の特別な考慮事項を
確認してください。

説明 リンク プラットフォーム機能のサポート

リモートコンソールの
ロックを有効にする場合
の特別な考慮事項につい
て説明します。

• 18 ページの「Oracle ILOM リ
モートコンソールのロックオ
プションを有効にする場合の
特別な考慮事項」

• x86 システムサーバー SP
• SPARC システムサーバー 
• CMM

Oracle ILOM リモート
コンソールのロックオプ
ションを Web インタ
フェースから有効または
無効にします。

• 20 ページの「Oracle ILOM リ
モートコンソールの KVMS 
ロックを Web インタフェース
から設定する」

Oracle ILOM リモート
コンソールのロックオプ
ションを CLI から有効ま
たは無効にします。

• 21 ページの「Oracle ILOM リ
モートコンソールの KVMS 
ロックを CLI から設定する」
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Oracle ILOM でリモートコンソールのロックオプションを構成する方法の詳細につい
ては、次のトピックを参照してください。

■ 20 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールの KVMS ロックを Web インタ
フェースから設定する」

■ 21 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールの KVMS ロックを CLI から設定
する」

特別な考慮事項 説明

ロックオプションを設定す
るには、Console ユーザー
の役割が必要です。

Oracle ILOM で Oracle ILOM リモートコンソールのロック
オプションを有効にするには、Console (c) の役割の権限が
ユーザーアカウントに関連付けられている必要があります。

Oracle ILOM で Console の権限を持つユーザーアカウントの
セットアップの詳細については、『Oracle ILOM 3.0 日常的
な管理 － Web 手順ガイド』または『Oracle ILOM 3.0 日常的
な管理 － CLI 手順ガイド』を参照してください。

カスタムロックモード機能を
実行するには、OS 上でキー
ボードショートカットが事
前に定義され手いる必要が
あります。

ILOM で Oracle ILOM リモートコンソール接続切断時のカス
タムキーボードショートカットを有効にする前に、ホストオ
ペレーティングシステムでキーボードショートカットの動作を
定義しておく必要があります。 
ホストオペレーティングシステムでキーボードショートカッ
トを作成する手順については、オペレーティングシステムに
付属のマニュアルを参照してください。

カスタムロックモード機能
は、最大 4 つの修飾子と 1 
つのキーを使用して定義で
きます。 

Oracle ILOM でカスタムロックモード機能を指定する場合、
最大 4 つの修飾子と 1 つのキーを指定できます。OS の定義
済みキーボードショートカットと一致させるために使用でき
る、サポートされている修飾子とキーのリストは、CLI 
KVMS ヘルプと Web インタフェースの KVMS ページの両方
に記載されています。

複数の Oracle ILOM リモー
トコンソールセッションを
実行している場合のロック
の動作。 

同じ SP で複数の Oracle ILOM リモートコンソールセッション
が開かれている場合、Windows のロック、または Oracle ILOM 
で設定したカスタムのキーボードショートカット動作は、最
後の SP Oracle ILOM リモートコンソールセッション終了時に
実行されます。
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▼ Oracle ILOM リモートコンソールの KVMS ロッ
クを Web インタフェースから設定する

インストールを開始する前に

■ Oracle ILOM で Oracle ILOM リモートコンソールのロックオプションを有効にす
るには、Console (c) の役割の権限がユーザーアカウントに関連付けられている必
要があります。

■ サーバー SP で Oracle ILOM 3.0.4 以降を実行している必要があります。

1. Oracle ILOM SP または CMM の Web インタフェースにログインします。

注 – CMM Web インタフェースへのログイン時に、Oracle ILOM リモートコンソー
ルの KVMS ロックオプションを有効または無効にする SP ターゲットに移動します。

2. Web インタフェースページで、「Remote Console」-->「KVMS」を選択します。

「KVMS Settings」と「Host Lock Settings」のオプションを指定できる「KVMS」
ページが表示されます。

3. 「KVMS」ページの「Host Lock Settings」セクションで、次のいずれかのタスクを
実行します。

4. 「Save」をクリックして変更内容を適用します。

タスク 指示書

標準の Windows ホストの
ロックモードオプションを有
効にする。

• 「Lock Mode」リストボックスで、「Windows」を選択
します。

カスタムホストロックモード
機能を有効にする。

1. 「Lock Mode」リストで、「Custom」を選択します。

2. 「Custom Lock Modifiers」リストで、オペレーティン
グシステムで定義済みのキーボードショートカット修飾
子と一致するカスタム修飾子を最大 4 つ選択します。

3. 「Custom Lock Key」リストで、オペレーティングシス
テムで定義済みのキーボードショートカットキーと一致
するキーを選択します。

ホストロックモード機能を無
効にする。

• 「Lock Mode」リストで、「Disabled」を選択します。
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▼ Oracle ILOM リモートコンソールの KVMS ロッ
クを CLI から設定する

インストールを開始する前に

■ Oracle ILOM で Oracle ILOM リモートコンソールのロックオプションを有効にす
るには、Console (c) の役割の権限がユーザーアカウントに関連付けられている必
要があります。

■ サーバー SP で Oracle ILOM 3.0.4 以降を実行している必要があります。

1. Oracle ILOM CLI SP または CMM にログインします。

注 – CMM CLI にログインしたら、Oracle ILOM リモートコンソールの KVMS ロッ
クオプションを有効または無効にする SP ターゲットに移動します。

2. SP KVMS サービスの管理に関連するプロパティーをすべて表示するには、次のよ
うに入力します。 

-> help /SP/services/kvms

次のサンプル出力が表示されます。

/SP/services/kvms : Management of the KVMS service
Targets:

Properties:
custom_lock_key : KVMS custom lock key
custom_lock_key : Possible values = esc, end, tab, ins, 

del, home, enter, space, break, backspace, pg_up, pg_down, 
scrl_lck, sys_rq, num_plus, num_minus, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, 
f8, f9, f10, f11, f12, a-z, 0-9, !, @, #, $, %, ^, &, *, (, ), -, 
_, =, +,‚ |, ~, ‘, [, {, ], }, ;, :, ’, ", <, ., >, /, ?

custom_lock_key : User role required for set = c

custom_lock_modifiers : KVMS custom lock modifiers
custom_lock_modifiers : Possible values = l_alt, r_alt, 

l_shift, r_shift, l_ctrl, r_ctrl, l_gui, r_gui
custom_lock_modifiers : User role required for set = c

lockmode : KVMS lock mode
lockmode : Possible values = disabled, windows, custom
lockmode : User role required for set = c

mousemode : KVMS mouse mode
mousemode : Possible values = absolute, relative
mousemode : User role required for set = c
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3. SP KVMS ターゲットプロパティーを管理するには、cd、set、または show コ
マンドを使用して次のいずれかのタスクを実行します。

例: 有効なカスタムロックモード

この例では、ホスト OS で、オペレーティングシステムからログオフする次のカスタ
ムキーボードショートカットシーケンスを定義済みです。 

Shift-Control-Backspace

servicestate : KVMS service state
servicestate : Possible values = enabled, disabled
servicestate : User role required for set = a

タスク 指示書

KVMS ター
ゲットに移
動します。

• KVMS ターゲットに移動するには、次のコマンドを入力します。

-> cd /SP/services/kvms

注 – KVMS ロックモードオプションを有効または無効にする前に、
KVMS ターゲットに移動する必要があります。

KVMS ロック
モードプロパ
ティーを表示し
ます。 

• KVMS ロックモードプロパティーを表示するには、次のコマンドを入
力します。

-> show

SP KVMS サービスの管理に関連するターゲット、プロパティー、および
コマンドが表示されます。

Oracle ILOM 
リモートコン
ソールのロック
モード機能を無
効にします。

• Oracle ILOM リモートコンソールのロックモード機能を無効にするに
は、次のコマンドを入力します。

-> set lockmode=disabled

標準の 
Windows ホス
トロックモード
機能を有効にし
ます。

• Windows システムで標準のロックモード機能を有効にするには、次の
コマンドを入力します。

-> set lockmode=windows

カスタムホス
トロックモード
機能を有効にし
ます。

• Linux、Solaris、または Windows の各システムでカスタムロックモー
ド機能を有効にするには、次のコマンドを入力します。

-> set lockmode=custom

-> set custom_lock_key=<カスタムロックキーを指定>
-> set lock_modifiers=<最大 4 つのカスタムロック修飾子を指定>

注 – 指定する各カスタムロック修飾子はコンマで区切る必要があります。
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Oracle ILOM リモートコンソールセッションの終了時にこのカスタムキーボードショー
トカットシーケンスを実行するには、Oracle ILOM CLI で次の KVMS プロパティーを
設定します。 

/SP/services/kvms
Targets:

Properties:
custom_lock_key = backspace
custom_lock_modifiers = l_shift, l_ctrl
lockmode = custom
mousemode = absolute
servicestate = enabled
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Oracle ILOM リモートコンソールの
起動および KVMS デバイスのリダ
イレクト

説明 リンク プラットフォーム機能のサポート

Oracle ILOM リモートコン
ソールを起動および使用す
るための要件を確認します。

• 26 ページの「使用の要件 
(Oracle ILOM リモートコン
ソール)」

• x86 システムサーバー SP
• SPARC システムサーバー 
• CMM

Oracle ILOM リモートコン
ソールを起動してリダイレ
クトセッションを管理す
るには、この手順を実行し
ます。

• 26 ページの「Oracle ILOM 
リモートコンソールを起動
する」

• 29 ページの「デバイスのリダ
イレクトを開始、停止、また
は再開する」

KVMS デバイスをリダイレ
クトするには、この手順を
実行します。

• 30 ページの「キーボード制御
とマウス制御を切り替える」

• 31 ページの「キーボードモー
ドとキー送信オプションを制
御する」

• 32 ページの「キーボード入力
のリダイレクト (シリアルリ
ダイレクトのみ)」

• 33 ページの「マウス入力のリ
ダイレクト (ビデオリダイレ
クトのみ)」

• 34 ページの「ストレージメ
ディアをリダイレクトする」

別のリモートサーバーへの
リダイレクトセッションを
作成する場合は、この手
順を実行します。

• 37 ページの「新しいサーバー
リダイレクトセッションを追
加する」

Oracle ILOM リモートコン
ソールを終了するには、こ
の手順を実行します。

• 38 ページの「Oracle ILOM 
リモートコンソールを終了
する」
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関連情報

■ 11 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールを初めて使用する場合のセット
アップ」

■ 9 ページの「リモートコンソールのセキュリティー保護」

使用の要件 (Oracle ILOM リモートコン
ソール)
この節の手順を開始する前に、次の要件が満たされていることを確認してください。

■ Java Runtime Environment (1.5 以降) がローカルシステムにインストールされてい
る必要があります。最新の Java Runtime Environment をダウンロードするには、
(http://java.com) にアクセスしてください。

■ 26 ページの「Oracle ILOM リモートコンソールを起動する」の説明に従って、
Oracle ILOM リモートコンソールの起動時に 32 ビット JDK ファイルを指定する必
要があります。ただし、Windows Internet Explorer を使用して初めて Oracle ILOM 
リモートコンソールを起動する場合は、まず 32 ビット JDK ファイルをシステムに
登録する必要があります。詳細は、15 ページの「Windows Internet Explorer の使
用時に 32 ビット JDK ファイルの種類を登録する」を参照してください。

■ Admin (a) または Console (c) の役割のアカウントを使用して Oracle ILOM SP 
Web インタフェースにログインする必要があります。Oracle ILOM リモートコン
ソールを起動するには、Admin または Console の役割のアカウントが必要です。 

■ Oracle ILOM Web インタフェースでリモートコントロール設定を構成済みである必
要があります。詳細は、13 ページの「KVMS リダイレクト設定の構成」を参照し
てください。

▼ Oracle ILOM リモートコンソールを起動
する 
1. サーバー SP の Oracle ILOM Web インタフェースにログインします。

2. 「Remote Control」-->「Redirection」を選択します。 

「Launch Redirection」ページが表示されます。
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注 – 使用しているプラットフォームによって、「Launch Redirection」ページに表示
されるリダイレクトオプションの組み合わせは異なります。複数のオプションが表示
されている場合は、このホストをリモート管理するために使用するリダイレクトの種
類を選択してください。

3. リダイレクトされたシステムコンソールの表示方法を指定するには、いずれかの
ラジオボタンをクリックします。

4. 「Launch Redirection」をクリックします。

プログラム起動用に選択されているファイルの種類を示すダイアログボックスが
表示されます。
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5. 「Java Start Web Program」ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

a. 「Open with...」をクリックし、32 ビット JDK ファイルを選択します。

b. 「Do this automatically for files like this from now on」チェックボックスをオン
にします。 

注 – サイトの名前が証明書の名前と一致していないことを示す、証明書に関する警告
メッセージが表示される場合は、「Run」をクリックして続行します。

「Oracle ILOM Remote Console」ウィンドウが表示されます。
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▼ デバイスのリダイレクトを開始、停止、
または再開する 
1. 「Oracle ILOM Remote Console」ウィンドウで、「Redirection」メニューをク

リックします。
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2. 「Redirection」メニューで、次のいずれかのリダイレクトオプションを指定します。

リダイレクト設定を変更することを確かめる確認メッセージが表示されます。

3. 確認メッセージで、「Yes (はい)」をクリックして続行するか、「No (いいえ)」を
クリックして操作を取り消します。 

▼ キーボード制御とマウス制御を切り替
える
キーボードシーケンスを使用して、キーボードとマウスの制御をリモートコンソールア
プリケーションからローカルクライアントデスクトップに切り替えることができます。
これは、Oracle ILOM で relative KVMS モードを使用している場合に特に便利です。

● 「Oracle ILOM Remote Console」ウィンドウが表示されたときに、次のキーシー
ケンスを使用して、マウスとキーボードの制御をリモートコンソールに切り替え
たり、再びローカルクライアントに切り替えたりします。

■ キーボード制御を切り替えるには、Alt-k を押します。

■ マウス制御を切り替えるには、Alt-m を押します。

オプション 説明

Start Redirection 
(リダイレクトの
開始)

「Start Redirection」を選択すると、デバイスのリダイレクトが有効にな
ります。「Start Redirection (リダイレクトの開始)」はデフォルトで有効
になっています。

Restart 
Redirection 

「Restart Redirection」を選択すると、デバイスのリダイレクトを停止
および再開できます。通常、このオプションは有効なリダイレクトがま
だ確立されている場合に使用します。 

Stop Redirection 
(リダイレクトの
停止)

「Stop Redirection」を選択すると、デバイスのリダイレクトが無効にな
ります。
30 Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 リモートリダイレクションコンソール － CLI および Web ガイド • 2011 年 7 月



▼ キーボードモードとキー送信オプ
ションを制御する
インストールを開始する前に

■ サーバーリダイレクトセッションがリモートホストサーバー SP に対してアクティ
ブになっている必要があります。詳細は、37 ページの「新しいサーバーリダイレ
クトセッションを追加する」を参照してください。

■ デバイスのリダイレクトが開始済みである必要があります。詳細は、29 ページの
「デバイスのリダイレクトを開始、停止、または再開する」を参照してください。

■ キーボードリダイレクトが有効になっている必要があります。詳細は、32 ページ
の「キーボード入力のリダイレクト (シリアルリダイレクトのみ)」を参照してくだ
さい。

キーボードモードと個々のキー送信オプションを制御するには、次の手順を実行し
ます。 

1. 「Oracle ILOM Remote Console」ウィンドウで、「Keyboard」メニューをクリッ
クします。

2. 「Keyboard」メニューで、次のキーボード設定を指定します。 

オプション 説明

Auto-keybreak 
Mode

「Auto-keybreak Mode」を選択すると、キーを押すたびにキーブレーク
が自動的に送信されます。このオプションを使用すると、低速ネットワー
ク接続でキーボードに関する問題を解決する場合に役立ちます。「Auto-
keybreak Mode」はデフォルトで有効になっています。

Stateful Key 
Locking

クライアントがステートフルキーロックを使用している場合は、「Stateful 
Key Locking」を選択します。「Stateful Key Locking」は、Caps Lock、
Num Lock、および Scroll Lock の 3 つのロックキーに適用されます。

Left Alt Key*

*Windows クラ
イアントで使用
不可

左側の Alt キーのオンとオフを切り替えるには、「Left Alt Key」を選択し
ます。

Right Alt Key*

*Windows クラ
イアントで使用
不可

英語以外のキーボードで右側の Alt キーのオンとオフを切り替えるには、
「Right Alt Key」を選択します。 
このオプションが有効になっている場合は、キーの 3 番めのキー文字を
入力できます。このキーボードオプションでは、Alt Graph キーと同じ機
能を利用できます。

F10 F10 ファンクションキーを適用するには、「F10」を選択します (通常は 
BIOS で使用)。
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注 – シリアルリダイレクト時には、これらのキーボード設定すべてが適用されるわけ
ではありません。

▼ キーボード入力のリダイレクト (シリア
ルリダイレクトのみ)
インストールを開始する前に

■ この手順は、シリアルコンソールリダイレクトにのみ適用されます。

■ 複数のユーザーがシステムシリアルコンソールに接続できますが、コンソールへの
書き込みアクセスを持つことができるのは、一度に 1 人のユーザーだけです (つま
り、システムコンソールにコマンドを入力できるユーザーは 1 人だけです)。ほか
のユーザーが入力した文字はすべて無視されます。これは書き込みロックと呼ば
れ、その他のユーザーセッションは読み取り専用モードになります。ほかのユー
ザーがシステムコンソールにログイン中でない場合は、キーボードリダイレクトを
開始したときに自動的に書き込みロックが付与されます。ほかのユーザーがコン
ソールへの書き込みアクセスを持っている場合、ほかのセッションの書き込みアク
セスを強制的に解除することを要求するプロンプトが表示されます。

■ サーバーリダイレクトセッションがリモートホストサーバー SP に対してアクティ
ブになっている必要があります。詳細は、37 ページの「新しいサーバーリダイレ
クトセッションを追加する」を参照してください。

■ デバイスのリダイレクトが開始済みである必要があります。詳細は、29 ページの
「デバイスのリダイレクトを開始、停止、または再開する」を参照してください。

Control Alt 
Delete

Ctrl-Alt-Del シーケンスを送信するには、「Control Alt Delete」を選択し
ます。

Control Space Control-Space シーケンスを送信し、リモートホストでの入力を有効にす
るには、「Control Space」を選択します。

Caps Lock Caps Lock キーを送信し、ロシア語やギリシャ語のキーボードでの入力を
有効にするには、「Caps Lock」を選択します。
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リモートホストサーバーのキーボードをローカルクライアントにリダイレクトするに
は、次の手順を実行します。 

1. Oracle ILOM で、「Remote Control」-->「KVMS」をクリックします。

「KVMS Settings」ページが表示されます。

2. 「KVMS Settings」チェックボックスをクリックして、キーボードのリモート管理
状態を有効にします。

KVMS の状態はデフォルトで有効になっています。

▼ マウス入力のリダイレクト (ビデオリダ
イレクトのみ)
インストールを開始する前に

■ マウスリダイレクトは、ビデオリダイレクト設定でのみサポートされます。

■ 「Mouse Mode」を「Absolute」または「Relative」に設定します。13 ページの
「KVMS リダイレクト設定の構成」を参照してください。

■ サーバーリダイレクトセッションがリモートホストサーバー SP に対してアクティ
ブになっている必要があります。詳細は、37 ページの「新しいサーバーリダイレ
クトセッションを追加する」を参照してください。

■ デバイスのリダイレクトが開始済みである必要があります。詳細は、29 ページの
「デバイスのリダイレクトを開始、停止、または再開する」を参照してください。

リモートホストサーバーのマウスをローカルクライアントにリダイレクトするには、
次の手順を実行します。 

1. Oracle ILOM で、「Remote Control」-->「KVMS」をクリックします。

「KVMS Settings」ページが表示されます。

2. 「KVMS State」チェックボックスをクリックして、マウスのリモートホスト管理
状態を有効にします。

「KVMS State」はデフォルトで「Enabled」に設定されています。
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▼ ストレージメディアをリダイレクトする
インストールを開始する前に

■ サーバーリダイレクトセッションがリモートホストサーバー SP に対してアクティ
ブになっている必要があります。詳細は、37 ページの「新しいサーバーリダイレ
クトセッションを追加する」を参照してください。

■ デバイスのリダイレクトが開始済みである必要があります。詳細は、29 ページの
「デバイスのリダイレクトを開始、停止、または再開する」を参照してください。

■ Oracle Solaris のクライアントシステムの場合、ストレージデバイスをリダイレク
トする前に、次の操作を実行する必要があります。

■ ボリュームマネージャーが有効な場合は、この機能を無効にする必要があります。

■ 次のコマンドを入力して、Oracle ILOM リモートコンソールを実行しているプ
ロセッサに root 権限を割り当てます。

su to root

ppriv -s +file_dac_read pid_javarconsole

ストレージメディア (CD/DVD または ISO イメージ) をデスクトップからホストサー
バーにリダイレクトするには、次の手順を実行します。 

1. 「Oracle ILOM Remote Console」ウィンドウで、「Devices」メニューをクリッ
クします。

2. 「Devices」メニューで、次の操作を実行します。

a. 適切なストレージデバイスまたはイメージの設定を有効にします。

オプション 説明

CD-ROM ローカル CD デバイスを有効にするには、「CD-ROM」を選択します。
このオプションを選択すると、CD デバイスがリモートホストサーバーに直
接接続されているかのように、ローカル CD-ROM ドライブが動作します。

Floppy (フロッ
ピー)

ローカルフロッピーデバイスを有効にするには、「Floppy」を選択しま
す。このオプションを選択すると、フロッピーデバイスがリモートホスト
サーバーに直接接続されているかのように、ローカルフロッピードライブ
が動作します。

CD-ROM Image 
(CD-ROM イ
メージ)

ローカルクライアントまたはネットワーク共有上の CD-ROM イメージの
場所を指定するには、「CD-ROM Image」を選択します。 

フロッピーイ
メージ

ローカルクライアントまたはネットワーク共有上のフロッピーイメージの
場所を指定するには、「Floppy Image」をします。 
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注 – フロッピーストレージメディアのリダイレクトは、SPARC システムではサポー
トされていません。

注 – 配布メディア (CD/DVD) からソフトウェアをインストールする場合は、リダイ
レクトされたドライブにメディアが挿入されていることを確認します。ISO イメージ
からソフトウェアをインストールする場合は、ISO イメージがローカルクライアント
またはネットワーク共有ファイルシステムに保存されていることを確認します。 

ストレージドライブの場所またはイメージファイルの場所の指定を求めるダイ
アログが表示されます。 

b. ストレージドライブの場所またはイメージファイルの場所を指定するには、次の
いずれかの操作を実行します。

■ 「Drive Selection」ダイアログボックスで、ドライブの場所を選択または入
力し、「OK」をクリックします。

■ 「File Open」ダイアログボックスで、イメージの場所を参照し、「OK」を
クリックします。

3. あとでホスト上のこれらのストレージ設定を再利用するには、「Devices」メニュー
の「Save as Host Default」をクリックします。

注 – リダイレクトされた CD ドライブやフロッピーディスクの操作は、状態によって
異なります。さまざまな動作の詳細については、次の節を参照してください。
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CD およびフロッピーディスクのリダイレクトの動作

次の表に、リモートコンソールセッション中のさまざまな事例でのシナリオと、それ
ぞれのシナリオでの CD ドライブまたはフロッピーディスクドライブのリダイレクト
機能の予想される動作を記載します。 

事例 ステータス リモートホストから見た DVD リモートホストから見たフロッピーディ
スク

1 リモートコンソールアプリケー
ションが起動していない、または
リモートコンソールは起動してい
るが DVD またはフロッピーディ
スクのリダイレクトが起動してい
ない。

DVD デバイスあり。ホストが問
い合わせるたびに、メディアがな
いことを示すインジケーションが 
Oracle ILOM からホストに送信
されます。

フロッピーディスクデバイスあ
り。ホストが問い合わせるたび
に、メディアがないことを示す
インジケーションが Oracle ILOM 
からホストに送信されます。

2 リモートコンソールアプリケー
ションが、ドライブにメディアが
ない状態で起動している。

DVD デバイスあり。ホストが自
動的に、またはホストのデバイス
にアクセスする際に問い合わせる
たびに、遠隔クライアントは状態
メッセージを送信します。この場
合には、メディアがないため、状
態はメディアなしになります。

フロッピーディスクデバイスあ
り。ホストが問い合わせると (た
とえば、ドライブをダブルクリッ
クした場合)、遠隔クライアント
は状態メッセージを送信します。
この場合には、メディアがない
ため、状態はメディアなしになり
ます。

3 リモートコンソールアプリケー
ションがメディアなしで起動し、
そのあとにメディアを挿入する。

DVD デバイスあり。ホストが 
(自動または手動で) 問い合わせ
ると、遠隔クライアントはメディ
アありの状態メッセージを送信
し、さらにメディア変更を知らせ
ます。 

フロッピーディスクデバイスあ
り。ホストが (手動で) 問い合わ
せると、遠隔クライアントはメ
ディアありの状態メッセージを送
信し、さらにメディア変更を知ら
せます。

4 リモートコンソールアプリケー
ションが、メディアが挿入された
状態で起動している。

事例 3 と同じ。 事例 3 と同じ。

5 リモートコンソールアプリケー
ションが、メディアが挿入された
状態で起動し、そのあとにメディ
アを取り出す。

ホストからの次のコマンドは、
メディアなしを知らせる状態
メッセージを受け取ります。

ホストからの次のコマンドは、
メディアなしを知らせる状態メッ
セージを受け取ります。

6 リモートコンソールアプリケー
ションが、イメージリダイレクト
で起動している。

事例 3 と同じ。 事例 3 と同じ。
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▼ 新しいサーバーリダイレクトセッ
ションを追加する 
1. 「Oracle ILOM Remote Console」ウィンドウで、「Redirection」メニューの

「New Session」をクリックします。

「New Session Creation」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「New Session Creation」ダイアログボックスで、リモートホストサーバー SP 
の IP アドレスを入力してから、「OK」をクリックします。

「Login」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「Login」ダイアログボックスで、ユーザー名とパスワードを入力します。 

新しく追加したリモートホストサーバーのセッションタブが、Oracle ILOM リ
モートコンソールのタブセットに表示されます。

注 –「Login」ダイアログボックスでは、新しいセッションをビデオリダイレクト 
(すべての x86 システムと一部の SPARC システムでサポートされます) とシリアルリ
ダイレクト (現時点では SPARC システムでサポートされます) のどちらにするかも選
択します。サポートされるリダイレクトの種類の詳細は、使用しているプラット
フォームのマニュアルを参照してください。

7 リモートコンソールアプリケー
ションがイメージで起動したが、
リダイレクトが停止している (こ
れは ISO リダイレクトを停止す
る唯一の方法)。

ドライバは、DVD リダイレクト
が停止していることを知っている
ため、次のホストの問い合わせに
メディアがないことを示す状態を
送信します。

ドライバは、DVD リダイレクト
が停止していることを知っている
ため、次のフロッピーディスクの
問い合わせにメディアがないこ
とを示す状態を送信します。

8 ネットワーク障害。 ソフトウェアにキープアライブの
メカニズムがあります。ソフト
ウェアが、通信がないためにキー
プアライブ障害を検出して、クラ
イアントから反応がないものと想
定し、ソケットを閉じます。ドラ
イバはメディアなしの状態をホス
トへ送信します。

ソフトウェアにキープアライブの
メカニズムがあります。ソフト
ウェアは、反応のないクライアン
トを検出してソケットを閉じると
同時に、遠隔接続が消失したこ
とをドライバに知らせます。ドラ
イバはメディアなしの状態をホス
トへ送信します。

9 クライアントがクラッシュする。 事例 8 と同じ。 事例 8 と同じ。

事例 ステータス リモートホストから見た DVD リモートホストから見たフロッピーディ
スク
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▼ Oracle ILOM リモートコンソールを終
了する
Oracle ILOM リモートコンソールを終了し、すべてのリモートサーバーセッションを
終了するには、次の手順を実行します。

● 「Oracle ILOM Remote Console」ウィンドウで、「Redirection」メニューの
「Quit」をクリックします。
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Oracle ILOM Storage Redirection CLI 
機能について

ここでは、Oracle ILOM Storage Redirection CLI 機能について説明します。

関連情報

■ 43 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を初めて使用する場合のセッ
トアップ」

■ 53 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用したストレージデバイ
スのリダイレクト」

説明 リンク

Oracle ILOM Storage Redirection CLI を初
めて使用する場合について説明します。

40 ページの「初回の使用 (Oracle ILOM 
Storage Redirection CLI)」

Oracle ILOM Storage Redirection CLI の
アーキテクチャーについて説明します。

40 ページの「Storage Redirection CLI のアー
キテクチャー」

Oracle ILOM Storage Redirection CLI のデ
フォルトネットワークポートについて説明
します。

42 ページの「デフォルトのネットワーク通信
ポート」
39



初回の使用 (Oracle ILOM Storage 
Redirection CLI)
初めて Storage Redirection CLI にアクセスするときは、Oracle ILOM Web インタ
フェースにサインインしてサービスとクライアントをインストールする必要がありま
す。サービスとクライアントをシステムにインストールしたら、コマンドウィンドウ
または端末から直接サービスを開始し、Storage Redirection CLI を起動できます。

注 – あるいは、Oracle ILOM Web インタフェースから直接サービスを開始すること
もできます。サービスをインストールせずに Oracle ILOM Web インタフェースから
サービスを開始する場合は、コマンドウィンドウまたは端末から Storage Redirection 
CLI を起動する前に、Oracle ILOM Web インタフェースにアクセスしてサービスを開
始する必要があります。このサービスのインストール方法や起動方法の詳細について
は、43 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を初めて使用する場合の
セットアップ」を参照してください。

Storage Redirection CLI のアーキテク
チャー
Storage Redirection CLI は、Java Web Start サービスと、スクリプト可能な Java コマン
ド行クライアントから構成されます。サービスの開始とクライアントの初期インス
トールは、Oracle ILOM Web インタフェースから実行する必要があります。Storage 
Redirection サービスは、ローカルクライアントのバックグラウンドで動作し、ローカ
ルクライアントとリモートホストサーバー間の接続を確立します。接続が確立される
と、コマンドウィンドウまたは端末から Storage Redirection CLI をローカルで起動で
きます。Storage Redirection CLI を使用すると、ストレージリダイレクトを開始および
停止するコマンドをサービスへ発行できます。
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図: Storage Redirection のサービスとクライアント

注 – ローカルシステムで同時に実行できる Storage Redirection サービスのインスタン
スは 1 つだけです。ただし、ローカルのコマンドウィンドウまたは端末から Storage 
Redirection コマンド (-jar StorageRedir.jar) を発行すると、複数の Storage 
Redirection CLI を起動できます。

Oracle ILOM で Storage Redirection 機能を起動して使用する方法の詳細については、
次のトピックを参照してください。

■ 43 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を初めて使用する場合のセッ
トアップ」

■ 53 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用したストレージデバイ
スのリダイレクト」

図の説明

1 Storage Redirection コマンド行クライアントを実行するローカルクライアント

2 ローカルクライアントで実行されている Storage Redirection サービス 

3 リモートホストサーバー
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デフォルトのネットワーク通信ポート
Storage Redirection CLI で使用されるデフォルトの通信ポートは 2121 です。このデ
フォルトのソケットポートを使用すると、Storage Redirection CLI がネットワーク経
由でリモートホストサーバーの SP と通信することができます。デフォルトのネット
ワークポートを変更する必要がある場合は、Jnlpgenerator-cli ファイルを編集し
て、デフォルトのポート番号 (2121) を手動でオーバーライドする必要があります。

Jnlpgenerator-cli ファイルで参照されているネットワークポート番号の編集方法
の詳細については、45 ページの「Storage Redirection のデフォルトネットワークポー
ト 2121 を変更する」を参照してください。
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Oracle ILOM Storage Redirection 
CLI を初めて使用する場合のセット
アップ

関連情報

■ 39 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI 機能について」

■ 53 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用したストレージデバイ
スのリダイレクト」

タスク 説明 プラットフォーム機能のサポート

この節の初期セットアップ
手順を実行する前に、すべ
ての要件が満たされている
ことを確認します。

• 44 ページの「初期セット
アップの要件 (Oracle 
ILOM Storage Redirection 
CLI)」

• x86 システムサーバー SP
• SPARC システムサーバー 

Storage Redirection CLI 用
に使用されるデフォルトの
ネットワークポートを変更し
ます。

• 45 ページの「Storage 
Redirection のデフォル
トネットワークポート 
2121 を変更する」

Storage Redirection サービ
スをシステムで開始します。

• 46 ページの「Mozilla 
Firefox Web ブラウザを使
用して Storage Redirection 
サービスを起動する」

または 
• 48 ページの「Internet 

Explorer (IE) Web ブラ
ウザを使用して Storage 
Redirection サービスを
起動する」

Storage Redirection クライ
アントをダウンロードして
インストールします。

• 51 ページの「Storage 
Redirection クライアン
トをダウンロードして
インストールする」
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初期セットアップの要件 (Oracle ILOM 
Storage Redirection CLI)
システムでストレージリダイレクトをセットアップする前に、次の要件を満たす必要
があります。

■ ローカルシステムからリモートホストサーバー SP の Oracle ILOM Web インタ
フェースへの接続が確立されている必要があります。

■ サーバーモジュール SP が Oracle ILOM 3.0 以降を実行している必要があります。

■ ローカルシステムに Java Runtime Environment (1.5 以降) がインストールされて
いる必要があります。最新の Java Runtime Environment をダウンロードするに
は、(http://java.com) を参照してください。

注 – 使用しているデスクトップで JAVA_HOME 環境が設定されていない場合は、フル
パスを入力しなければならないことがあります.

■ Storage Redirection サービスの起動時に、32 ビットの Java Development Kit 
(JDK) ファイルを指定する必要があります。次の手順で説明するように、最初にこ
のファイルをディスクに保存し、その後コマンド行インタフェースから Storage 
Redirection サービスを直接実行するか、または CLI から Storage Redirection プロ
パティーを使用する前に、このファイルをデフォルトのアプリケーションで開き、
その後 Oracle ILOM Web インタフェースから Storage Redirection サービスを起動
することができます。

■ Oracle ILOM で有効なユーザーアカウントを持つユーザーはすべて、そのユーザー
のローカルシステムで Storage Redirection サービスまたはクライアントを起動した
りインストールしたりすることができます。ただし、Storage Redirection CLI の初期
セットアップが完了したあと、リモートサーバーでストレージデバイス (CD/DVD 
または ISO イメージ) のリダイレクトを開始または停止するには、有効な Admin (a) 
役割または Console (c) 役割のアカウントを入力する必要があります。 

■ Storage Redirection CLI に用意されるデフォルトのネットワーク通信ポートは、
2121 です。このデフォルトのソケットポートを使用すると、Storage Redirection 
CLI がネットワーク経由でリモートホストサーバーの SP と通信することができ
ます。デフォルトのネットワークポートを変更する必要がある場合は、
Jnlpgenerator-cli ファイルを編集して、デフォルトのポート番号 (2121) を手
動でオーバーライドする必要があります。このポートを変更する手順については、
45 ページの「Storage Redirection のデフォルトネットワークポート 2121 を変更す
る」を参照してください。
44 Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 リモートリダイレクションコンソール － CLI および Web ガイド • 2011 年 7 月

http://java.com


▼ Storage Redirection のデフォルトネッ
トワークポート 2121 を変更する
1. SP の Oracle ILOM Web インタフェースで、「Remote Control」-->

「Redirection」を選択します。

「Launch Redirection」ページが表示されます。

2. 「Launch Service」をクリックします。

「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログで、「Save it to disk」を選択し、
「OK」をクリックします。

「Save As」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「Save As」ダイアログボックスで、jnlpgenerator-cli ファイルを保存する
場所を指定します。

5. テキストエディタを使用して jnlpgenerator-cli ファイルを開き、このファイ
ルで参照されているポート番号を変更します。 

たとえば、次のように表示されます。

<application-desc>

<argument>cli</argument>

<argument>2121</argument>
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</application-desc>

<application-desc> で、2 つ目の引数を、使用する任意のポート番号に変更す
ることができます。 

6. 変更を保存し、jnlpgenerator-cli ファイルを閉じます。

7. javaws を使用して、ローカルクライアントから Storage Redirection サービスを
起動します。

たとえば、次のように表示されます。

javaws jnlpgenerator-cli

注 – 指定されたデフォルトポート番号を使用しない場合は、ストレージリダイレクトを
開始、停止、または表示するたびに、Storage Redirection コマンド行インタフェースで
デフォルト以外のポート番号を識別する必要があります。

Storage Redirection サービスの起動

▼ Mozilla Firefox Web ブラウザを使用して Storage 
Redirection サービスを起動する

Mozilla Firefox Web ブラウザを使用して Storage Redirection CLI 用に Storage 
Redirection サービスを起動するときに 32 ビット JDK を指定するには、次の手順を実
行します。

1. Oracle ILOM SP の Web インタフェースにログインします。

タスク 説明 プラットフォーム機能のサポート

Firefox ブラウザを使用して 
Storage Redirection サービ
スを起動します。

• 46 ページの「Mozilla 
Firefox Web ブラウザを使
用して Storage Redirection 
サービスを起動する」

• x86 システムサーバー SP
• SPARC システムサーバー 

IE ブラウザを使用して 
Storage Redirection サービ
スを起動します。

• 48 ページの「Internet 
Explorer (IE) Web ブラウ
ザを使用して Storage 
Redirection サービスを起
動する」
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2. 「Remote Control」-->「Redirection」-->「Launch Service」をクリックします。

サービス起動用に選択されているファイルの種類を示すダイアログボックスが表
示されます。

3. 「Opening jnlpgenerator-cli」ダイアログボックスで、次の作業を行います。

a. 32 ビット JDK ファイルにアクセスするための次のいずれかのオプションを指
定します。

■ Save to Disk － ローカルシステムに jnlpgenerator-cli ファイルを保存し、
サービスをコマンド行から直接実行するには、「Save it to disk」を選択し
て、「OK」をクリックします。

このオプションを選択すると、今後サービスを起動するために Oracle 
ILOM Web インタフェースにサインインする必要がなくなります。サービ
スをコマンドウィンドウまたは端末から直接起動できるようになります。

■ Open with... － サービスを Oracle ILOM Web インタフェースから直接実行
するには、「Open it with javaws (default)」 (32 ビット JDK ファイル) を
選択して、「OK」をクリックします。

このオプションを選択すると、jnlp ファイルはローカルシステムに保存さ
れず、今後サービスを起動するには、Storage Redirection CLI を起動する
前に Oracle ILOM Web インタフェースにサインインする必要があります。

b. (省略可能) 「Do this automatically for files like this from now on」チェック
ボックスを選択し、「OK」をクリックします。
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注 – Oracle ILOM Web インタフェースからサービスを起動するたびに「Opening 
Jnlpgenerator-cli」ダイアログが再表示されないようにするには、「Do this automatically 
for files like this from now on」チェックボックスを選択します。ただし、このオプ
ションを有効にすると、Oracle ILOM Web インタフェースからサービスを起動したり
インストールしたりするときにこのダイアログボックスを表示することができなくな
ります。

注 – 将来、ストレージリダイレクト機能のデフォルト通信ポート番号 (2121) の変更
が必要になった場合、「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログを表示させ、使用し
ているシステムに jnlpgenerator-cli ファイルを保存して編集する必要がありま
す。このような場合は、「Always perform this action when handling files of this 
type」チェックボックスを選択しないでください。デフォルトのポート番号の変更の
詳細については、45 ページの「Storage Redirection のデフォルトネットワークポート 
2121 を変更する」を参照してください。

4. 次のいずれかの操作を実行します。

▼ Internet Explorer (IE) Web ブラウザを使用して 
Storage Redirection サービスを起動する

Oracle ILOM の Storage Redirection CLI 機能用に Storage Redirection サービスを起
動する前に、次の手順を実行します。これらの手順は、32 ビット JDK ファイルを登
録したあとに Storage Redirection サービスを起動する方法を示しています。

手順 3 での選択 実行する手順

• jnlpgenerator-cli ファイルを
保存します。

1. 「Save As」ダイアログボックスで、
jnlpgenerator-cli ファイルをローカルシステ
ム上に保存します。

2. コマンド行からサービスを起動するために、コマン
ドウィンドウまたは端末を開きます。

3. jnlpgenerator-cli ファイルをインストールし
た場所に移動し、javaws rconsole.jnlp コマン
ドを発行してサービスを起動します。 
たとえば、次のように表示されます。

-> cd <jnlp file location>javaws rconsole.jnlp 

• Web インタフェースからサービス
を直接実行します。

• 「Warning Security」ダイアログで、「Run」をク
リックして Storage Redirection サービスを起動し
ます。 
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1. Windows システムで Storage Redirection サービスを最初に起動する前に、次の手
順を実行して 32 ビット JDK ファイルを登録する必要があります。

a. Windows クライアントで、Windows エクスプローラ (Internet Explorer ではあ
りません) を開きます。

b. Windows エクスプローラで、「ツール」-->「フォルダオプション」をクリッ
クし、「ファイルの種類」タブをクリックします。

c. 「ファイルの種類」タブで、次の操作を行います。

■ 登録されたファイルの種類の一覧で JNLP を選択し、「変更」をクリックし
ます。

■ 「ファイルを開くプログラムの選択」ダイアログボックスで、「参照」を
クリックして 32 ビット JDK ファイルを選択します。

■ 「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」
チェックボックスを選択します。

■ 「OK」をクリックし、Oracle ILOM Web インタフェースで Storage 
Redirection 用のサービスを起動します。

2. 32 ビット JDK ファイルの登録後に Storage Redirection サービスを起動するに
は、次の操作を行います。

a. Oracle ILOM SP の Web インタフェースにログインします。

b. 「Remote Control」-->「Redirection」-->「Launch Service」をクリックします。

「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログボックスが表示されます。 
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c. 「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を
実行します。

■ Save it to Disk － ローカルシステムに jnlpgenerator-cli ファイルを
保存し、サービスをコマンド行から直接実行するには、「Save it to disk」を
選択して、「OK」をクリックします。

このオプションを選択すると、今後サービスを起動するために Oracle 
ILOM Web インタフェースにサインインする必要がなくなります。サービ
スをコマンドウィンドウまたは端末から直接起動できるようになります。

■ Open with... － サービスを Oracle ILOM Web インタフェースから直接実行
するには、「Open it with javaws (default)」 (32 ビット JDK ファイル) を
選択して、「OK」をクリックします。

このオプションを選択すると、jnlp ファイルはローカルシステムに保存さ
れず、今後サービスを起動するには、Storage Redirection CLI を起動する
前に Oracle ILOM Web インタフェースにサインインする必要があります。

注 – Oracle ILOM Web インタフェースからサービスを起動するたびに「Opening 
Jnlpgenerator-cli」ダイアログボックスが再表示されないようにするには、「Always 
perform this action when handling files of this type」チェックボックスを選択しま
す。ただし、このオプションを有効にすると、Oracle ILOM Web インタフェースから
サービスを起動したりインストールしたりするときにこのダイアログボックスを表示
することができなくなります。

注 – 将来、ストレージリダイレクト機能のデフォルト通信ポート番号 (2121) の変更
が必要になった場合、「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログを表示させ、使用し
ているシステムに jnlpgenerator-cli ファイルを保存して編集する必要がありま
す。このような場合は、「Always perform this action when handling files of this 
type」チェックボックスを選択しないでください。デフォルトのポート番号の変更の
詳細については、45 ページの「Storage Redirection のデフォルトネットワークポート 
2121 を変更する」を参照してください。
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d. 次のいずれかの操作を実行します。

Storage Redirection サービスの起動に失敗すると、エラー状況を示すエラー
メッセージが表示されます。一方、エラーメッセージが表示されなかった場合
は、サービスが起動しており、ユーザー入力を待機しています。

▼ Storage Redirection クライアントをダ
ウンロードしてインストールする
次の手順に従って、ローカルシステムに Storage Redirection クライアントをダウン
ロードし、インストールします。 

注 – Storage Redirection クライアントは、1 回限りのクライアントインストールです。 

1. SP の Oracle ILOM Web インタフェースで、「Remote Control」-->「Redirection」を
選択します。

「Launch Redirection」ページが表示されます。

2. 「Download Client」をクリックします。

「Opening StorageRedir.jar」ダイアログボックスが表示されます。

手順 C での選択 実行する手順

• jnlpgenerator-cli ファイルを
保存する

1. 「Save As」ダイアログボックスで、
jnlpgenerator-cli ファイルをローカルシステ
ム上に保存します。

2. コマンド行からサービスを起動するために、コマン
ドウィンドウまたは端末を開きます。

3. jnlpgenerator-cli ファイルをインストールし
た場所に移動し、javaws rconsole.jnlp コマン
ドを発行してサービスを起動します。 
たとえば、次のように表示されます。

-> cd <jnlp file location>javaws rconsole.jnlp 

• Web インタフェースからサービ
スを直接実行する

• 「Warning Security」ダイアログボックスで、
「Run」をクリックして Storage Redirection サー
ビスを起動します。 
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3. 「Opening StorageRedir.jar」ダイアログボックスで、「Save it to Disk」をクリッ
クし、「OK」をクリックします。

「Save As」ダイアログボックスが表示されます。

注 – .jar ファイルをほかの遠隔クライアントにインストールするたびに「Opening 
StorageRedir」ダイアログが再表示されないようにするには、「Always perform 
this action when handling files of this type」チェックボックスを選択します。ただ
し、このオプションを有効にすると、今後 .jar ファイルをダウンロードするときに
このダイアログボックス (「Opening StorageRedir」) を表示することができなくなり
ます。 

4. 「Save As」ダイアログボックスで、StorageRedir.jar ファイルをローカルシ
ステム上に保存します。
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Oracle ILOM Storage Redirection CLI を
使用したストレージデバイスのリダイ
レクト

説明 リンク プラットフォーム機能のサポート

Storage Redirection CLI を
使用する前に、すべての要
件が満たされていることを
確認します。

• 54 ページの「使用の要件 
(Storage Redirection CLI)」

• x86 システムサーバー SP
• SPARC システムサーバー

Storage Redirection CLI を
起動します。

• 55 ページの「コマンドウィン
ドウまたは端末を使用して 
Storage Redirection CLI を起
動する」

必要に応じて、Storage 
Redirection サービスが動作
していることを確認します。

• 56 ページの「Storage 
Redirection サービスが動作し
ていることを確認する」

必要に応じて、コマンド行の
ヘルプを表示します。または 
Storage Redirection コマンド
行のモード、構文、および使
用方法の詳細を学習します。

• 57 ページの「Storage 
Redirection CLI のヘルプ情
報を表示する」

CLI からストレージデバイ
スをリダイレクトします。

• 58 ページの「ストレージデ
バイスのリダイレクトを開始
する」

アクティブなストレージデバ
イスのリストを表示します。

• 59 ページの「アクティブなス
トレージリダイレクトを表示
する」

ストレージデバイスのリダ
イレクトを停止します。

• 60 ページの「ストレージデ
バイスのリダイレクトを停止
する」

Oracle ILOM Storage 
Redirection CLI のコマンド
について学習します。

• 61 ページの「サポートされ
ている Storage Redirection 
コマンドおよびオプション」
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関連情報

■ 39 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI 機能について」

■ 43 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を初めて使用する場合のセッ
トアップ」

使用の要件 (Storage Redirection CLI)
この節の手順を実行する前に、次の要件が満たされていることを確認してください。

■ ローカルシステムで Storage Redirection サービスが起動している必要があります。
ローカルシステムにサービスがインストールされている場合は、コマンドウィンド
ウまたは端末から起動できます。サービスがローカルシステムにインストールされ
ていない場合は、サービスを Oracle ILOM Web インタフェースから起動する必要
があります。Storage Redirection サービスの開始またはインストール方法について
は、46 ページの「Storage Redirection サービスの起動」を参照してください。

注 – ローカルシステムで同時に実行できる Storage Redirection サービスのインスタン
スは 1 つだけです。

■ ローカルシステムに Storage Redirection クライアント (StorageRedir.jar) がイン
ストールされている必要があります。Storage Redirection クライアントのインストー
ル方法の詳細については、51 ページの「Storage Redirection クライアントをダウン
ロードしてインストールする」を参照してください。

■ ローカルシステムに Java Runtime Environment (1.5 以降) がインストールされてい
る必要があります。最新の Java Runtime Environment をダウンロードするには、
(http://java.com) を参照してください。

■ リモートサーバーでストレージデバイス (CD/DVD または ISO イメージ) のリダイ
レクトを開始または停止するには、Administrator ユーザーの役割のプロファイル
の権限を持つ、有効な Oracle ILOM アカウントが必要です。

注 – Oracle ILOM で有効なユーザーアカウントを持つユーザーはすべて、Storage 
Redirection CLI を (コマンドウィンドウまたは端末から) 起動したり、サービスの状
態を確認したり、アクティブなストレージリダイレクトの発生を表示したりすること
ができます。 
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■ Windows システムでは、CD-ROM およびフロッピーイメージのリダイレクトで、
大文字の「C:\」と小文字の「c:\」の両方を使用できます。ただし、CD-ROM ドラ
イブおよびフロッピードライブのリダイレクトでは、大文字 (「D:\」、「A:\」) の
みを使用できます。

■ Storage Redirection のコマンド行モードの詳細については、61 ページの「サポート
されている Storage Redirection コマンドおよびオプション」を参照してください。

▼ コマンドウィンドウまたは端末を使用し
て Storage Redirection CLI を起動する
Storage Redirection CLI を起動する前に、Storage Redirection サービスを起動してい
る必要があります。サービスを起動する手順については、46 ページの「Storage 
Redirection サービスの起動」を参照してください。

1. コマンド行インタフェースを開きます。

たとえば、次のように表示されます。

■ Windows システムの場合: 「スタート」メニューから「ファイル名を指定して
実行」をクリックし、cmd と入力して、「OK」をクリックします。

■ Solaris または Linux システムの場合: デスクトップで端末を開きます。

2. 次のいずれかの操作を実行します。

■ 対話型シェルモードからコマンドを入力するには、次の手順を実行します。

a. コマンド行インタフェースで、cd コマンドを使用して、Storage Redirection 
クライアント (StorageRedir.jar) がインストールされているディレクト
リに移動します。

たとえば、次のように表示されます。

cd <my_settings>/<storage_redirect_directory>

b. 次のコマンドを入力して、Storage Redirection CLI を起動します。

java -jar StorageRedir.jar

たとえば、次のように表示されます。

C:\Documents and Settings\<redirectstorage>java -jar 
StorageRedir.jar

<storageredir> プロンプトが表示されます。
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注 – Windows を使用している場合、ターゲットドライブディレクトリの大文字を指
定する必要があります。たとえば、DVD ドライブの場所を使用している場合は、c:\ 
ではなく C:\ と指定する必要があります。

■ 非対話型シェルモードからコマンドを入力するには、次の手順を実行します。

a. コマンド行インタフェースで、シェルプロンプト ($) に Storage Redirection 
CLI を起動するコマンド (java -jar StorageRedir.jar) を入力します。

$ java -jar StorageRedir.jar

注 – JAVA_HOME 環境が設定されていない場合は、Java バイナリへのフルパスを使用
しなければならないことがあります。たとえば、JDK パッケージを 
/home/user_name/jdk の下にインストールした場合は、次のように入力します。
/home/user_name/jdk/bin/java -jar ..

Storage Redirection CLI の起動に失敗すると、エラー状況を示す詳細なエ
ラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示されない場合は、
Storage Redirection CLI はユーザー入力を受け付ける準備ができています。

注 – ローカルのコマンドウィンドウまたは端末から Storage Redirection コマンド 
(-jar StorageRedir.jar) を発行すると、複数の Storage Redirection CLI を起動
できます。

▼ Storage Redirection サービスが動作し
ていることを確認する
以下の手順では、Storage Redirection CLI がすでにコマンドウィンドウまたは端末か
ら起動されていることが前提となっています。Storage Redirection CLI を起動する手
順については、55 ページの「コマンドウィンドウまたは端末を使用して Storage 
Redirection CLI を起動する」を参照してください。

● <storageredir> プロンプトに次のコマンドを入力して、Storage Redirection 
サービスがアクティブであることを確認します。

test-service

たとえば、次のように表示されます。
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<storageredir> test-service

または、これと同じコマンド (test-service) を非対話型シェルモードの構文を
使用して入力することもできます。詳細は、61 ページの「サポートされている 
Storage Redirection コマンドおよびオプション」を参照してください。

サービス接続の成功または失敗を示すメッセージが表示されます。 

注 – サービス接続に失敗する場合は、Oracle ILOM Web インタフェースから、また
はコマンドウィンドウ (サービスがインストールされている場合) から javaws 
rconsole.jnlp コマンドを発行することにより、Storage Redirection サービスを起
動する必要があります。詳細は、46 ページの「Storage Redirection サービスの起動」 
を参照してください。

▼ Storage Redirection CLI のヘルプ情報を
表示する
以下の手順では、Storage Redirection CLI がすでにコマンドウィンドウまたは端末か
ら起動されていることが前提となっています。Storage Redirection CLI を起動する手
順については、55 ページの「コマンドウィンドウまたは端末を使用して Storage 
Redirection CLI を起動する」を参照してください。

● <storageredir> プロンプトに次のコマンドを入力して、コマンド行ヘルプを表
示します。

help

たとえば、次のように表示されます。

<storageredir> help
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コマンドの構文および使用方法に関する次の情報が表示されます。

または、これと同じコマンド (help) を非対話型シェルモードの構文を使用して入
力することもできます。詳細は、61 ページの「サポートされている Storage 
Redirection コマンドおよびオプション」を参照してください。

▼ ストレージデバイスのリダイレクトを
開始する
インストールを開始する前に

以下の手順では、Storage Redirection CLI がすでにコマンドウィンドウまたは端末か
ら起動されていることが前提となっています。Storage Redirection CLI を起動する手
順については、55 ページの「コマンドウィンドウまたは端末を使用して Storage 
Redirection CLI を起動する」を参照してください。

注 – 以下の手順で示すコマンドは、ひと続きの文字列として入力してください。

● <storageredir> プロンプトで、start コマンドと、そのあとにリモート SP の
リダイレクトデバイスの種類、デバイスへのパス、リモート SP ユーザー名とパ
スワード、および IP アドレスに関するコマンドとプロパティーを入力します。

たとえば、次のように表示されます。

<storageredir> start -r redir_type -t redir_type_path -u remote_username [-s 
remote_user_password] [-p non_default_storageredir_port] remote_SP_IP

Usage:
list [-p storageredir_port] [remote_SP]
start -r redir_type -t redir_type_path

-u remote_username [-s remote_user_password]
[-p storageredir_port] remote_SP
stop -r redir_type -u remote_username
[-s remote_user_password] [-p storageredir_port] remote_SP

stop-service [-p storageredir_port]
test-service [-p storageredir_port]
help
version
quit
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注 – Windows システムでは、CD-ROM およびフロッピーイメージのリダイレクトで、
大文字の「C:\」と小文字の「c:\」の両方を使用できます。ただし、CD-ROM ドライブ
およびフロッピードライブのリダイレクトでは、大文字 (「D:\」、「A:\」) のみを使用
できます。

または、これと同じコマンド (start) を非対話型シェルモードの構文を使用して
入力することもできます。詳細は、61 ページの「サポートされている Storage 
Redirection コマンドおよびオプション」を参照してください。

注 – リモートサーバーのストレージデバイスのリダイレクトを開始するには、有効な 
Admin 役割または Console 役割のアカウントを指定する必要があります 
(-u remote_username [-s remote_user_password])。パスワードコマンド 
(-s remote_user_password) を指定しないと、システムが自動的にパスワードの入力を要
求します。

▼ アクティブなストレージリダイレクトを
表示する
インストールを開始する前に

以下の手順では、Storage Redirection CLI がすでにコマンドウィンドウまたは端末か
ら起動されていることが前提となっています。Storage Redirection CLI を起動する手
順については、55 ページの「コマンドウィンドウまたは端末を使用して Storage 
Redirection CLI を起動する」を参照してください。

注 – 以下の手順で示すコマンドは、ひと続きの文字列として入力してください。

● <storageredir> プロンプトで、list コマンドと、その後ろにリモートホスト
サーバー SP のデフォルト以外のストレージリダイレクトポートおよび IP アドレ
スに対するサブコマンドとプロパティーを入力します。

たとえば、次のように表示されます。

<storageredir> list [-p non_default _storageredir_port] remote_SP

または、これと同じコマンド (list) を非対話型シェルモードの構文を使用して入
力することもできます。詳細は、61 ページの「サポートされている Storage 
Redirection コマンドおよびオプション」を参照してください。

指定された各サーバー SP のアクティブなストレージリダイレクトを示すリストが
表示されます。
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▼ ストレージデバイスのリダイレクトを
停止する
インストールを開始する前に

以下の手順では、Storage Redirection CLI がすでにコマンドウィンドウまたは端末か
ら起動されていることが前提となっています。Storage Redirection CLI を起動する手
順については、55 ページの「コマンドウィンドウまたは端末を使用して Storage 
Redirection CLI を起動する」を参照してください。

注 – 以下の手順で示すコマンドは、ひと続きの文字列として入力してください。

● <storageredir> プロンプトで、stop コマンドと、その後ろにリモートホスト
サーバー SP のストレージデバイスの種類、リモート SP ユーザー名とパスワー
ド、ストレージリダイレクトポート、および IP アドレスに関するコマンドとプロ
パティーを入力します。

たとえば、次のように表示されます。

<storageredir> stop -r redir_type -u remote_username 
[-s remote_user_password] [-p non_defult_storageredir_port] remote_SP

または、これと同じコマンド (stop) を非対話型シェルモードの構文を使用して入
力することもできます。詳細は、61 ページの「サポートされている Storage 
Redirection コマンドおよびオプション」を参照してください。

注 – リモートサーバーのストレージデバイスのリダイレクトを停止するには、有効な 
Admin 役割または Console 役割のアカウントを指定する必要があります 
(-u remote_username [-s remote_user_password])。パスワードコマンド 
(-s remote_user_password) を指定しないと、システムが自動的にパスワードの入力を要
求します。
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サポートされている Storage Redirection 
コマンドおよびオプション
Storage Redirection CLI は、対話型モードと非対話型モードの両方のコマンド入力を
サポートしています。対話型モードは、一連の Storage Redirection コマンドを入力す
る必要がある場合に便利です。非対話型モードは、バッチ手続きまたはスクリプトを
実行する必要がある場合に便利です。

構文

これらのモードのいずれかで Storage Redirection コマンドを入力するために必要な構
文は、次のとおりです。

■ 対話型シェルモードの構文

<storageredir> <command> <command options> <sub-commands> <sub-command 
options>

■ 非対話型シェルモードの構文

$ java -jar StorageRedir.jar <command> <command options> <sub-commands> 
<sub-command options>

コマンド名 説明

java -jar StorageRedir.jar java -jar コマンドを使用すると、コマンドウィンドウ
または端末から Storage Redirection クライアント 
(StorageRedir.jar) を起動することができます。

storageredir storageredir コマンドは、すべてのストレージリダイ
レクト操作を実行します。
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コマンドのオプション

サブコマンド

オプション名 説明

- h - h コマンドオプションは、コマンド行のヘルプ情報を表
示します。

- v - v コマンドオプションは、Java コマンドのバージョン情
報を表示します。

サブコマンド名 説明

list list サブコマンドは、1 つまたはすべてのリモート SP で
現在アクティブなストレージリダイレクトのリストを提供
します。

構文の使用例:
storageredir list [-p storageredir_port] 

[remote_SP]

start start サブコマンドは、ローカルホストとリモートホスト
サーバーの間の指定されたリダイレクトを呼び出します。
認証パスワードを入力しないと、システムがパスワードを
要求します。

構文の使用例:
storageredir start -r redir_type -t 

redir_type_path -u remote_username [-s 
remote_user_password] 
[-p storageredir_port] remote_SP

注 – リモートサーバーのストレージデバイスのリダイレク
トを開始するには、有効な Admin または Console の役割
のアカウントを Oracle ILOM で指定する必要があります。 
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stop stop サブコマンドは、ローカルホストとリモートホスト
サーバーの間の指定されたリダイレクトを停止します。認
証パスワードを入力しないと、システムがパスワードを要
求します。

構文の使用例:
storageredir stop -r redir_type -u 

remote_username
[-s remote_user_password] [-p 
storageredir_port] remote_SP

注 – リモートサーバーのストレージデバイスのリダイレク
トを停止するには、有効な Admin または Console の役割
のアカウントを Oracle ILOM で指定する必要があります。 

test-service test-service サブコマンドは、Storage Redirection サー
ビスの接続がローカルホストでアクティブになっているか
どうかを確認します。

構文の使用例:
storageredir test-service [-p 

storageredir_port]

stop-service stop-service サブコマンドは、リモートホストサーバー
への Storage Redirection サービスの接続を停止します。

構文の使用例:
storageredir stop-service [-p 

storageredir_port]

サブコマンド名 説明
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サブコマンドオプション

サブコマンドオプション名 説明

-r redir_type -r redir_type は、リダイレクト対象のストレージメディア
の種類を識別します。 
redir_type の有効なデバイス値は、次のとおりです。

• CD-ROM デバイス
構文: -r cdrom

• CD-ROM イメージ:
構文: -r cdrom_img

• フロッピーデバイス:
構文: -r floppy

• フロッピーイメージ:
構文: -r floppy_img

-t redir_type_path -t redir_type_path は、ストレージリダイレクトメディアが
保存またはマウントされている場所へのフルパスを識別し
ます。 
例: 
-t /home/username/JRC_Test_Images/CDROM.iso

-u remote_username -u remote_username は、Oracle ILOM SP へのログインに必
要なユーザー名を識別します。 
例:
-u john_smith

注 – Oracle ILOM で有効なユーザーアカウントはすべて、
そのユーザーのローカルシステムで Storage Redirection 
サービスまたはクライアントをインストールしたり起動し
たりすることができます。ただし、リモートサーバー上の
ストレージデバイスのリダイレクトを開始または停止する
には、有効な Admin または Console の役割が Oracle 
ILOM で必要です。

-s remote_user_password -s remote_user_password は、Oracle ILOM SP へのログイン
に必要なパスワードを識別します。

このパスワードコマンドがコマンド行で指定されていない
場合、システムは自動的にパスワードの入力を要求します。 

-p storageredir_port -p storageredir_port は、ローカルホストでのストレージリ
ダイレクト通信ポートを識別します。指定されているデ
フォルトポートは 2121 です。

例:
-p 2121
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