製品概要
インテル® Virtual KVM
コンソール /SDK
インテルのデータセンター・ソリューション

インテル® Virtual KVM
仮想キーボード / ビデオ / マウスの最新のアプローチの採用

インテル® vKVM コンソール

インテル® vKVM SDK
監視
アクセス
構成
拡張

IT 機器
ラック
ブレード

PDU と UPS

インテルの最新のイノベーションにより、
物理的な KVM ボックス類を排除し、
IT 部門の作業を簡素化
インテルがリリースした K VM の最新ソリュー
ションは、基 本 機 能がファームウェアとして
サーバー本 体に直 接 組 み 込まれている従
来 の キーボード / ビ デ オ / マ ウ ス（K VM）
ハードウェアよりも優れています。インテル®
Vir tual K VM（インテル® vK VM）は、コン
ソールまたは SDK として提供されます。複雑
で高価な KVM インフラストラクチャーが不要
となる革新的なソフトウェア・ソリューションに
より、複雑さが軽減され、ハードウェア・スイッ
チの限界を超える新たな機能の追加が可能
になります。
インテル® vK VM は、インバンド通信とアウト
オブバンド通信のどちらに対してもサーバー
の可視化と制御を実現する K VM 機能を提
供します。ソフトウェア・ベンダーや OEM は、
SDK を使用することで、ハードウェア K VM
スイッチング の 1 対 1 の 機 能 だけでなく、
K VM 依存のタスクを簡素化および自動化す
るシステムやツールを構築できます。
インテル® vK VM コンソールは、データセン
ターの支援に直接使用する独立したコンソー
ルとして購入できます。あるいは、SDK を使
用することで、簡単に既存のコンソールと統
合することもできます。

• IT 資産のリアルタイムな可視化と制御
コンソールまたは SDK を介してサーバー
デバイスに接続し、統合されたビューによ
り、どこからでも複数のサーバーにリアルタ
イムにアクセスできます。

• 一元化された統合アクセス
単独のコンソールから、ラックやブレードに対し
て一度に 50 セッションまでの同時アクセスを
実現します。

• インバンド通信および
アウトオブバンド通信用の
あらゆるデバイスに対応
システムが稼動中かどうかを問わず、いず
れかのチャネル経由でサーバーと通信する
ことで、任意のベンダーのシステムとの相
互運用が可能になります。

• 複数の OEM ベンダーのサポート
コンソールの使用により、1 つのシンプル
なインターフェイスで、複数ベンダーのサー
バーおよびブレードにアクセスできる管理
ツールが提供されます。

• SDK による ISV ソリューションの
容易な統合
既存の ISV ソリューションへの K VM 機能
の追加に取り組むソフトウェア・ベンダー
は、可視化と自動化を強化する次世代ツー
ルを開発できます。

インテル® Virtual KVMのコンソール/SDK
機能

利点

リモートコンソール管理 API

• Java* アプレット API と JSON ベースの Web API を使用して、
（異なるベンダーが提供する）異種サーバー・
プラットフォームの KVM コンソールを管理。

リモート電源管理

• リモートからシステムの電源投入 / シャットダウンが可能。

複数の OEM ベンダーのサポート

• Dell、Fujitsu、HP、IBM、Intel、Sun、Supermicro、Lenovo など、異なるサーバー（または各種サー
バーの組み合わせ）の K VM コンソールを起動。サポートされるハードウェアのリストについては、http://
w w w.intel.co.jp/content /w w w/jp/ja/software/intel-virtual-kvm-gateway-sdk-productdetail.html を参照してください。

SSH 対応（ネットワーク）デバイスの SSH コンソールの起動

• 汎用 SSH コネクターの使用により、SSH チャネルに対応するネットワーク・デバイスを検出、管理。

Java* アプレット API を介した VNC/SOL コンソールの起動

• デバイスノードで VNC /SOL 対応デバイスおよび関連するコンソールをサポート。

インストールとパッケージ

• 実行可能なインストーラーと再配布用にパッケージ化されたバイナリーファイル。

リファレンス・ユーザー・インターフェイス

• リモートコンソールを実装するシンプルで機能的なインターフェイス。

システム要件
サポート対象となるオペレーティング・システム

推奨システム構成

•
•
•
•
•
•
•

• 2.60GHz 以上のデュアルコア・プロセッサー
• 4GB の RAM
• 60GB のハードディスク空き容量

Microsoft* Windows Server* 2008 x64 R2-SP1
Microsoft* Windows Server* 2008 x86 SP2
Microsoft* Windows Server* 2008 x64 SP2
Microsoft* Windows Server* 2012 x64
SUSE* Linux* Enterprise Server 11 SP1
Red Hat* Enterprise Linux* 6.2/6.3/6.4
Ubuntu Server 12 x64 Edition

インテル® Virtual KVM の詳細については、
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/software/intel-virtual-kvm-gateway-sdk-product-detail.html をご覧いただくか、
vkvmsales@intel.com までお問い合わせください。
本資料に掲載されている情報は、インテル製品の概要説明を目的としたものです。本資料は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産
権のライセンスも許諾するものではありません。製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任を負うもので
はなく、またインテル製品の販売や使用に関する明示または黙示の保証（特定目的への適合性、商品適格性、あらゆる特許権、著作権、その他知的財産権の非侵害性への保証を含む）に関
してもいかなる責任も負いません。インテルによる書面での合意がない限り、インテル製品は、その欠陥や故障によって人身事故が発生するようなアプリケーションでの使用を想定した設計は
行われていません。
インテル製品は、予告なく仕様や説明が変更されることがあります。機能または命令の一覧で「留保」または「未定義」
と記されているものがありますが、その「機能が存在しない」あるいは「性
質が留保付である」
という状態を設計の前提にしないでください。これらの項目は、インテルが将来のために留保しているものです。インテルが将来これらの項目を定義したことにより、衝突が
生じたり互換性が失われたりしても、インテルは一切責任を負いません。この情報は予告なく変更されることがあります。この情報だけに基づいて設計を最終的なものとしないでください。
本書で説明されている製品には、エラッタと呼ばれる設計上の不具合が含まれている可能性があり、公表されている仕様とは異なる動作をする場合があります。現在確認済みのエラッタにつ
いては、インテルまでお問い合わせください。最新の仕様をご希望の場合や製品をご注文の場合は、お近くのインテルの営業所または販売代理店にお問い合わせください。本書で紹介されて
までご連絡いただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。
いる注文番号付きのドキュメントや、インテルのその他の資料を入手するには、1-800-548-4725（アメリカ合衆国）
最新の仕様をご希望の場合や製品をご注文の場合は、お近くのインテルの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
Microsoft、および Windows Ser ver 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。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
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