
あらかじめ準備するもの 
 

リモート管理を行うにあたり、以下のものを準備する必要があります。 
①  ServerView Remote Management Controller （ iRMC ) 用の  

IPアドレス 
②  管理用端末（パソコンまたはサーバ） 

OS 
• Windows 
• Linux 

ブラウザ 
• Internet Explorer バージョン 10.x 以降 
• Mozilla Firefox 3.x 

 Java（ビデオリダイレクション利用の場合） 
• Java Runtime Environment（JRE） バージョン 1.6 以降 

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 
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Remote Management Controller (iRMC) Upgrade 

iRMC体験版ライセンス使おう！ 
 

③ iRMC と監視用端末を繋ぐネットワーク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ ServerView Remote Management Controller ( iRMC ) の最新版
ファームウェア 

             ※ 最新の iRMC ファームウェアをダウンロードの上、適用してください 

iRMC専用の管理LANポート 

LAN接続 

管理用端末 

参考
資料 

Remote Management Controller ( iRMC )を使おう     http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html 
 ServerView Suite のマニュアル   http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/ 

※有効期限が表示されなくなります 

体験版ライセンスについて 
 

体験版ライセンスの有効期限が過ぎますと、ビデオリダイレクション （有償機能）が利用できなくなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
継続してビデオリダイレクション（有償機能）をご利用いただくにはライセンスのご購入が必要となります。 
 ① ライセンスの購入方法 
当社および当社の関係会社の営業員にご連絡ください。 
オンラインでのライセンスご購入は、法人・SOHO のお客様 
向け  富士通直販サイト WEB MART [ 法人 ] まで 
 
富士通直販サイト WEB MART [ 法人 ]  
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/webmart/ui7000.jsp 
 (製品名 リモートマネジメントコントローラアップグレード) 
 

詳しくは、 富士通コンタクトライン （総合窓口）まで 
富士通コンタクトライン（総合窓口） 
0120-933-200 

    

② ライセンスご購入後の登録方法 
   
 
 
 
 
ライセンスの登録のみでそれ以外の設定変更は不要です ! 
ブラウザで ServerView Remote Management Controller 

( iRMC ) にログインします。 
左側のメニューから [ iRMC S4 ] - [ iRMC S4 情報 ] を開き、 

[ライセンスキー] 項目にライセンスキーを入力します。 
 [ アップロード ] をクリックすることで、ライセンスの登録が 
できます。 

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/
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① iRMC の IP アドレス設定 
IPアドレスの設定には、ServerView Agents または ServerView 
Operations Manager の GUI を用いる方法と、BIOS（UEFI）を
用いる方法があります。 
GUIによるIPアドレス設定 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
BIOS（UEFI）によるIPアドレス設定 

 
 
 
 
 
 
 

設定手順は以下の資料をご参照ください。 
 

要再起動 

参考資料  Remote Management Controller ( iRMC )を使おう 
                    2. Remote Management Controllerの準備 

ブラウザで接続 
  

離れた場所から iRMC の操作ができるように、iRMC に IP アドレスを設定します。 

体験版ライセンス お試しストーリー 
 

Remote Management Controller ( iRMC ) への IPアドレス設定方法から、実運用で有効な機能の使用方法をご紹介しています。 

ブラウザで接続 

リモート操作 操作画面の録画 
管理用端末の 

ドライブを接続 
リモートでの障害ログ取得 

要 
再起動 

iRMC体験版ライセンスを使おう 

② ブラウザを使用してiRMC WebGUIへ接続 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
設定手順は以下の資料をご参照ください。 

 
 
 
 
 

③ 体験版ライセンスの登録 
[ iRMC S4 情報 ] からライセンスキーを登録します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

設定手順は以下の資料をご参照ください。 
 

※IPアドレスが10.20.30.40 
   の場合の入力例 

ログイン後は、セキュリティ面を考慮し、 
デフォルトのユーザID/パスワードの変更を
行って下さい。 

参考資料  ServerView Suite のマニュアル 
                    iRMC S4 – integrated Remote Management Controller 
                              iRMC S4 への初回ログオン 

参考資料  ServerView Suite のマニュアル 
                    iRMC S4 – integrated Remote Management Controller 
                              iRMC S4情報  －  iRMC S4 上の情報 

リモート操作 
  

ビデオリダイレクションを使って、離れた場所にあるサーバをリモートで操作します。 

リモート操作 

iRMC WebGUI より ビデオリダイレクション を起動し、サーバを
操作します。 
 

設定手順は以下の資料をご覧ください。 

参考資料  Remote Management Controller ( iRMC )を使おう 
                    5.1 管理コンソールからの遠隔地サーバの制御 
                            1) 離れた場所からサーバを 操作するには？ 

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ Copyright  2014 FUJITSU LIMITED 

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/downloads.html


Copyright  2014 FUJITSU LIMITED http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 

自席 

リモート操作 

サーバOS画面 

操作画面の録画  【おすすめ !】 
  

ビデオリダイレクションのビデオ録画機能を使って、保守ログ取得に便利なサーバの操作画面を録画します。 

ビデオリダイレクション のビデオ録画ボタンより録画します。
録画開始後、ビデオリダイレクションでの操作が録画されます。 
 
 
 

 

設定手順は以下の資料をご覧ください。 

参考資料  Remote Management Controller ( iRMC )を使おう 
                    5.1 管理コンソールからの遠隔地サーバの制御 
                        2) ビデオリダイレクション (AVR)  画面を録画 
                            するには？ 

サーバルーム 

自席 

管理端末のドライブを接続 
  

バーチャルメディアを使って、手元の管理端末のドライブを離れた場所にあるサーバに接続し、ドライブを割り当てます。 

ビデオリダイレクション のドライブ接続ボタンより接続します。 
 
 
 
 

設定手順は以下の資料をご覧ください。 

参考資料  Remote Management Controller ( iRMC )を使おう 
                    5.1 管理コンソールからの遠隔地サーバの制御 
                        3) FDD/USB/DVD・CD・HDDドライブを 
                            遠隔地のサーバで利用するには？ 

④ ビデオリダイレクションよりサーバを起動します。 
⑤ Windows PE の画面が表示されますので、[ Maintenance Mode 

(WinPE32) [PrimeCollect and MDP] ] を選択します。 
⑥ [ Installation Manager - StartUp ]画面が表示されたら、画面 

右上の [ Installation Manager mode ] 欄から [ PrimeCollect ]
にチェックを入れ [ 次へ ] をクリックします。 

⑦ PrimeCollect の起動後、USBメモリードライブを保存先に選択し、
ログを保存します。 

 
設定手順は以下の資料をご参照ください。 

リモートでの障害ログ取得   
  

ビデオリダイレクションとバーチャルメディアを組み合わせ、離れた場所にあるサーバから障害ログを採取します。 

要再起動 

① サーバをシャットダウンします。 
② バーチャルメディアで以下のドライブを接続します。 

DVDドライブ : ServerView Suite DVD (Tools) 
USBメモリードライブ：ログ保存用のドライブ 

③ DVDより起動するように設定を変更します。設定の変更はiRMC 
WebGUIか、BIOS（UEFI）で行います。 

ログの保存 

リモート操作 

参考資料  ServerView Suite のマニュアル 
                    PrimeCollect 

iRMC体験版ライセンスを使おう 

富士通コンタクトライン 

0120-933-200 
受付時間 9:00～17:00（土日祝日年末年始を除く） 
富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 

製品・サービスについてのお問い合わせは 

・Microsoft またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

・Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。 

・記載されている会社名、製品名等の固有名詞は各社の商号、登録商標または商標です。 

・その他、本資料に記載されている会社名、システム名、製品名等には必ずしも商標表示を付記しておりません。 
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