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製品の機能 

機能の概要 
HPEは、データセンターのサーバーやインフラストラクチャアプライアンスの一元的かつ柔軟な制御を可能にする
次の2種類のコンソールスイッチを提供しています。 

 HPE IPコンソールスイッチG2 

 HPEサーバーコンソールスイッチG2 
  

 注：特に断りがなければ、「コンソールスイッチ」は、HPE IPコンソールスイッチとHPEサーバーコ
ンソールスイッチの両方を意味します。 

  

新世代のこのコンソールスイッチは、次の機能を備えています。 

 ローカルとリモートのキーボード、ビデオ、およびマウスコンソールアクセス 

 本格的なシリアル機能 

 デュアルパワーサプライによる冗長性の確保 

 仮想メディア機能 

 スマートカード（CAC）機能 

 向上したビデオ解像度のサポート 

 2枚のGigabit NICが搭載され、ユーザーが気付かないうちにネットワークフェイルオーバーを実行（HPE IP
コンソールスイッチG2のみ） 

 

キーボード、ビデオ、およびマウススイッチング機能 
コンソールスイッチは、複数のインターフェイスアダプターをサポートします。これらのアダプターには、ターゲッ

トデバイスから直接電力が供給され、スイッチの電源切断に対応するキープアライブ機能が提供されます。次に、

サポートされるインターフェイスアダプターを示します。 

 c-ClassブレードKVM 

 PS2 

 USB 

 シリアル 

 仮想メディア対応PS2 

 仮想メディア対応USB 

 仮想メディアおよびCAC対応PS2 

 仮想メディアおよびCAC対応USB 

 シリアルG2 

インターフェイスアダプターについて詳しくは、「インターフェイスアダプターの選択」（22ページ）を参照して
ください。 
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本格的なシリアル機能 
コンソールスイッチは、本格的なシリアル機能を提供する、HPEシリアルG2アダプターをサポートします。シリア
ルコンソールセッションを確立するには、SSHまたはTelnetセッションを直接開始するか、ローカルコンソールの
UIまたはリモートのOBWIからシリアルビューアーを起動します。 

 

ローカルとリモートのユーザーインターフェイス 
コンソールスイッチの設定および管理には、ローカルコンソールのUIまたはリモートのOBWIを使用できます。 

2つのユーザーインターフェイスは見た目や操作方法がよく似ているため、操作がとてもスムーズです。 
 

仮想メディア機能 
ユーザーはターゲットデバイスとの間で仮想メディアに保存されているデータの表示、移動、コピーなどの操作を

行えます。この機能により、オペレーティングシステムのインストールや復元、ハードディスクドライブの復元や

複製、BIOSの更新、ターゲットデバイスのバックアップなどの標準的な作業で、リモートシステムの管理効率が向
上します。 
  

 注：ターゲットデバイスとの仮想メディアセッションを開始するには、まず、仮想メディア対応のイン

ターフェイスアダプターを使用してターゲットデバイスをコンソールスイッチに接続する必要があり

ます。 
  

仮想メディアは、ローカルコンソールで使用する場合はローカルUSBポートを使用してコンソールスイッチに接続
できます。また、リモートで使用する場合は、クライアントコンピューターから接続できます。 

 

スマートカード機能 
Two-Factor認証が要求される場合、ご使用のコンソールスイッチでCACとも呼ばれるスマートカードを使用できます。 
  

 注：ターゲットデバイスでスマートカードリーダーを使用するには、まず、スマートカード対応のイン

ターフェイスアダプターを使用して、ターゲットデバイスをコンソールスイッチに接続する必要があり

ます。 
  

スマートカードリーダーは、ローカルのUSBポートを使用して直接コンソールスイッチに接続できます。また、ス
マートカードリーダーをリモートワークステーションに接続することもできます。スマートカードリーダーは、必

ず、サーバーとのコンソールセッションを開始する前に接続してください。スマートカードについて詳しくは、「ス

マートカードの使用」（63ページ）を参照してください。 
 

FIPS暗号モジュール 
コンソールスイッチは、FIPS 140-2レベル1の暗号セキュリティ要件をサポートします。FIPSの動作モードは、OBWI
またはローカルポートを使って有効または無効にすることができ、再起動後に実行できます。FIPSが有効な場合は、
スイッチを再起動してFIPSモードの整合性の確認を完了するのに2分程度余分に必要です。また、FIPSが有効で、
キーボード、マウス、またはビデオの暗号化が128ビットSSL（ARCFOUR）またはDESに設定されている場合、暗
号化レベルは自動的に暗号化レベルAESに変更されます。  
  

 重要：FIPSモードは、DSViewソフトウェアプラグインを使って変更できます。 

  

  

 重要：FIPSの動作モードは、最初は無効になっているので、動作させるには有効にする必要があります。 
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 重要：セットアップポートの出荷時のデフォルト設定では、FIPSモジュールが自動的に無効になります。 

  

コンソールスイッチでは、FIPS 140-2実装ガイダンスのセクションG.5のガイドラインに基づいてLinux PPCプラッ
トフォーム上で動作する組み込みのFIPS 140-2認定暗号モジュール（証明書番号1051）が使用されます
（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/fips140-2/FIPS1402IG.pdf）。 

FIPSモードは、OBWI、ローカルポート、またはDSViewプラグインを使って有効または無効にすることができます。
FIPSモードを有効または無効にするには、再起動が必要です。ファームウェアをこのバージョンにアップグレード
するか、デフォルトの状態にする（[ポート設定のセットアップ]メニュー）と、FIPSモードは無効になります。  

FIPSモードでは、暗号はAESまたは3DESに限られます。FIPSが有効で、キーボード、マウス、またはビデオの暗
号化が128ビットSSLまたはDESに設定されている場合、暗号化レベルは自動的にAESに変更されます。FIPSが有
効になっていると、ファイルはFIPS互換アルゴリズムのAESを使って保存または復元されます。FIPSが無効になっ
ていると、外部ファイルとしてアプライアンスから保存された、またはアプライアンスに復元されたユーザーデー

タベースファイルおよびアプライアンス構成ファイルは、DESを使って暗号化または復号化されます。  

外部ファイルは、ユーザーがOBWIの[保存]（または[ロード]）ダイアログでパスワードパラメーターを入力しなく
ても暗号化されます。その場合は、デフォルトのOEMパスワードが暗号化または復号化に使用されます。 

FIPSモジュールを有効にすると、以前に保存したユーザーデータベースファイルおよびアプライアンス構成ファイ
ルの互換性がなくなります。その場合は、一時的にFIPSモジュールを無効にします。 

FIPSモジュールを無効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. アプライアンスを再起動します。 

2. 以前に保存したデータベースファイルまたは構成ファイルを復元します。 

3. FIPSモジュールを再度有効にします。 

4. アプライアンスを再起動します。 

5. FIPSモジュールを有効にして、ファイルを再度外部に保存します。  

新しく保存した外部ファイルは、FIPSモードが有効な状態でアプライアンスが動作している限り、アプライアンス
と互換性があります。FIPSモジュールを有効にせずにデータベースファイルまたは構成ファイルをアプライアンス
に復元する場合、またはFIPSモジュールをサポートしていない古いファームウェアのアプライアンスに復元する場
合、FIPSモジュールを有効にして保存したデータベースファイルおよび構成ファイルは互換性がありません。 

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/fips140-2/FIPS1402IG.pdf
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コンポーネントの説明 

HPEサーバーコンソールスイッチG2のコンポーネント 

 
           

番号 説明 
1 パワーサプライのステータスインジケーターLED 

2 LANコネクター 

3 タイヤリングチェーンポート 

4 RJ-45シリアルセットアップポート 

5 コンソールA VGAコネクター 

6 コンソールA USBポート 

7 コンソールB VGAコネクター 

8 コンソールB USBポート 

9 インターフェイスアダプターポート（1～16） 

10 インターフェイスアダプターポート（17～32） 

11 電源コネクターAおよびB 
 

 

HPE IPコンソールスイッチG2のコンポーネント 
1x1Ex8 
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番号 説明 
1 パワーサプライのステータスインジケーターLED 

2 LAN 1 

3 LAN 2 
4 S1、S2、およびS3（将来使用できるように予約） 

5 タイヤリングチェーンポート 

6 RJ-45シリアルセットアップポート 

7 ローカルコンソールVGA 

8 ローカルコンソールUSBポート 

9 インターフェイスアダプターポート（1～4） 

10 インターフェイスアダプターポート（5～8） 

11 電源コネクターAおよびB 
 

2x1Ex16または4x1Ex32 

 
    

番号 説明 
1 パワーサプライのステータスインジケーターLED 

2 LAN 1およびLAN 2 

3 S1、S2、およびS3（将来使用できるように予約） 

4 タイヤリングチェーンポート 

5 RJ-45シリアルセットアップポート 

6 ローカルコンソールVGA 

7 ローカルコンソールUSBポート 

8 インターフェイスアダプターポート（1～16） 

9 インターフェイスアダプターポート（17～32） 

10 電源コネクターAおよびB 
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インターフェイスアダプター 
仮想メディアをサポートしているインターフェイスアダプターには、RJ-45コネクターの前面に2つのLEDがあります。 

 
             

番号 説明 
1 このLEDが点灯している場合は、サーバーからインターフェイスアダプ

ターに電力が供給されています。 

2 このLEDが点灯している場合は、インターフェイスアダプターとのコン
ソールセッションが実行されています。 
このLEDが点滅している場合は、インターフェイスアダプターのファー
ムウェアがアップグレード中です。 

 

仮想メディア対応USB 2.0インターフェイスアダプター 

 
    

番号 説明 
1 ビデオコネクター 

2 RJ-45コネクター 

3 USBコネクター 
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仮想メディア対応PS2インターフェイスアダプター 

 
 

番号 説明 
1 ビデオコネクター 

2 RJ-45コネクター 

3 USBコネクター（仮想メディア専用） 

4 マウスコネクター 

5 キーボードコネクター 
 

シリアルインターフェイスアダプターG2 

 
   

番号 説明 
1 RJ-45シリアルコネクター（RJ-45/DB9アダプターまたは

Cisco社製アプライアンスに接続） 

2 電源コネクター（USB電源コネクターまたはパワーサプラ
イに接続） 

3 RJ-45コネクター（CAT5用、スイッチに接続） 
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仮想メディアおよびCAC対応USBインターフェイスアダプター 

 
  

番号 説明 
1 ビデオコネクター 

2 RJ-45コネクター 

3 USBコネクター 
 

仮想メディアおよびCAC対応PS2インターフェイスアダプター 

 
   

番号 説明 
1 ビデオコネクター 

2 マウスコネクター 

3 キーボードコネクター 

4 USBコネクター（仮想メディア専用） 

5 RJ-45コネクター 
 

使用するインターフェイスアダプターの種類を決定するには、「インターフェイスアダプターの選択」（22ページ）
を参照してください。 
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コンソールスイッチの取り付け 

インストールの概要 
この製品には、ラックマウント用ブラケットが付属しており、ラックに簡単に取り付けることができます。この製

品や他のコンポーネントをラックキャビネットにまだ取り付けていない場合、取り付け前にラックを設置場所に固

定してください。装置は、ラックキャビネットの一番下から順に取り付けてください。また、ラックキャビネット

に装置を傾けて取り付けたり、ラックの強度以上に取り付けたりしないように注意してください。 
 

ラックへの取り付けに関する安全上の注意事項 
コンソールスイッチをラックに取り付ける際は、以下の点に注意してください。 

 動作時の周囲温度の上昇 - ドアを閉じたラックや多くの装置が搭載されたラックに装置を取り付けると、動
作時のラック環境の周囲温度が室温を超えることがあります。装置は、動作温度の要件に準拠する環境に取り

付けてください。 

 通気性の低下 - ラック内部で、装置の安全な動作に必要な換気を維持できるようにしてください。 

 機械的荷重 - ラックへの装置の取り付けは慎重に行い、不均等な機械的荷重によって潜在的に危険な状態が
発生しないようにしてください。 

 回路の過負荷 - 電源回路に装置を接続する際は、回路が過負荷状態になったとき過電流保護機能および配線
に及ぼす影響に注意してください。この問題に対応する際は、装置の銘板に記載されている定格を考慮してく

ださい。 

 信頼性のあるアース接続 - ラックに取り付けられている装置が信頼できる方法でアースされている状態を維
持してください。延長コードの使用など、分岐回路に直接接続する以外の方法を使用する場合は、特に注意を

払ってください。 
 

取り付け前のチェックリスト 
取り付け前に、以下のすべてのコンポーネントが揃っていることを確認してください。 

 

コンソールスイッチのキットの内容 
 コンソールスイッチ 

 電源コード 

 ラックマウントキット 

 CAT5シリアルアダプター 

 ドキュメンテーションキット 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 



 

コンソールスイッチの取り付け 15 

同梱されていない必要な品目 
 インターフェイスアダプター（22ページの「インターフェイスアダプターの取り付け」を参照） 

サーバーまたはデバイスごとに1つのインターフェイスアダプターが必要です。 

o USB 

o PS2 
o シリアル 

o HPE BladeSystem 

 CAT 5以上のUTPケーブル 

 ケージナットおよびM6ネジ（ご使用のラックハードウェアキットに付属しています） 
 

必要な工具 
一部の手順には、以下の工具を使用します。 

 プラスドライバー 

 ケージナット取り付け用工具（ご使用のラックハードウェアキットに付属しています） 
 

ラックへのコンソールスイッチの取り付け 
  

 警告：安全に使用するために、I/OコネクターやAC電源コンセントのあるリアパネルが下向きになる（床
側に面する）ような取り付け方はしないでください。 

  

1. コンソールスイッチをラックに取り付ける前に、付属の電源コードを使用してコンソールスイッチを電源に接

続します。 

数秒後、動作インジケーターLEDが点灯します。動作インジケーターLEDが点灯しない場合は、電源コードが
接続されていること、および電源が機能していることを確認してください。 

2. 次のいずれかの構成を選択します。 

o 標準マウント 

o 1Uマウント 

o サイドマウント 
 

標準マウント 
1. コンソールスイッチの各側面から3本ずつ、計6本のネジを取り外します。 

2. 取り外したネジのうち4本を使用して、長いの1Uブラケットをコンソールスイッチに取り付けます。残ったネ
ジ（2本）は廃棄してください。 

 
3. ケージナットを取り付けていない場合は、各リアレールの背面に取り付けます。 



 

コンソールスイッチの取り付け 16 

4. コンソールスイッチをスライドさせて挿入し、1U製品の後ろに設置します。 

 
5. 各側面に各1本、計2本のM-6ネジを使用して、レールにコンソールスイッチを固定します。 

 
 

1Uマウント 
1. コンソールスイッチの各側面から3本ずつ、計6本のネジを取り外します。 

2. 取り外したネジのうち4本を使用して、長いの1Uブラケットをコンソールスイッチに取り付けます。残ったネ
ジ（2本）は廃棄してください。 
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3. 最大6個のケージナットを取り付けます。 

 
4. 該当する数のM-6ネジを使用して、レールにコンソールスイッチを固定します。 

 
 

サイドマウント 
1. コンソールスイッチの各側面から3本ずつ、計6本のネジを取り外します。 
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2. 取り外したネジのうち4本を使用して、サイドマウンティングブラケットをコンソールスイッチに取り付けま
す。残ったネジ（2本）は廃棄してください。 

 
3. サイドマウンティングブラケットのタブを、ラックの各側面の対応する位置にスライドさせて挿入します。 
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4. サイドマウンティングブラケットの対応する位置に、4個のケージナットを挿入します。 

 
5. 各側面に各2本、計4本のM-6ネジを使用して、レールにコンソールスイッチを固定します。 

 
  

 注：一部のラックでは、M-6ネジとケージナットの代わりに、シートメタルネジ（4本）を使用できます。  

  

 

コンソールスイッチの接続 
1. ローカルキーボード、ビデオ、およびマウスを、コンソールスイッチに接続します。 
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 警告：感電や装置の損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。 
 電源コードのアース付きプラグは、無効にしないでください。アース付きプラグは、安全上重要な

機能です。 
 電源コードは、いつでも簡単に手の届くところにあるアース付きコンセントに接続してください。 
 装置の電源を切る場合は、電源コードをパワーサプライから抜き取ってください。 
 電源コードは、踏みつけられたり、上や横に物が置かれて圧迫されることがないように配線してく

ださい。プラグ、コンセント、ストレージシステムからコードが出ている箇所には、特に注意して

ください。 
  

2. コンソールスイッチの電源コードを電源に接続します。パワーサプライのステータスインジケーターLEDが点
灯します。 

  

 注：このガイドの例では、UTP CAT5ケーブルを使用します。ただし、実際にはCAT5以上のUTPケー
ブルであればどの接続にも使用できます。 

  

3. UTP CAT5ケーブルを、コンソールスイッチのLANコネクターに接続します。 
  

 注：LANコネクターが2つあるコンソールスイッチを接続する場合は、必ず同じサブネット内の2台の
Ethernetスイッチに接続してください。  

  

4. UTP CAT5ケーブルのもう一方の端を、Ethernetスイッチに接続します。 

次の図に、コンソールスイッチシステムの構成例を示します。 

 
    

番号 説明 
1 ローカルコンソール 

2 コンソールスイッチ 

3 Ethernetスイッチ 
 

 

接続の確認 
接続のステータスは、次のLEDの点灯により確認できます。 
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リアパネルの電源ステータスLED 
リアパネルには、パワーサプライのステータスインジケーターLEDが2つあります。これらのLEDは、次のパターン
に従い緑色で点灯します。 

 緑色で点灯 - 両方のパワーサプライに電源が供給されています。 

 モールス符号のSOSを点滅 - インジケーターのLEDが点滅していない方のパワーサプライに電源が供給され
ていません。また、パワーサプライ自体が故障している可能性もあります。 

 一定のリズムで点滅 - ファームウェアのアップグレードが行われています。 
 

リアパネルのEthernet接続LED 
スイッチのリアパネルには、LAN1とLAN2のEthernet接続を示すLEDが2つずつあります。 

緑色のLEDは、ネットワークへの有効な接続が確立しているときに点灯し、ポート上で動作が発生すると点滅しま
す。 

2色のLEDは、緑色または黄色で点灯します。 

 緑色で点灯 - 通信速度は1000 Mbpsです。 

 黄色で点灯 - 通信速度は100 Mbpsです。 

 消灯 - 通信速度は10 Mbpsです。 
 

仮想メディアとシリアルインターフェイスアダプターのLED 
通常、インターフェイスアダプターにはLEDが2つあります。 

 電源LED - インターフェイスアダプターが接続され電源が供給されている場合は緑色で点灯します。 

 動作LED： 

o インターフェイスアダプター経由でアクティブなセッションが行われている場合は緑色で点灯します。 

o インターフェイスアダプターのファームウェアがフラッシュされているときは緑色で点滅します。ファー

ムウェアの更新が行われているときに、インターフェイスアダプターの電源を切断しないでください。 
  

 注意：ファームウェアアップグレードの実行中や電源サイクルの間に、インターフェイスアダプターを

切断しないでください。インターフェイスアダプターが機能しなくなり、修理のために返却しなければ

ならなくなります。 
  

 

HP IPコンソールビューアーの概要 
コンソールスイッチの設定にHP IPコンソールビューアーソフトウェアが必要な場合はインストールする必要があ
ります。HP IPコンソールビューアーを使用すると、ローカルのキーボード、ビデオ、およびマウス/シリアルアプ
ライアンス、さらにはこれらのアプライアンスに接続されているデータセンター内のデバイスも、リモートから構

成および管理できます。詳しくは、この製品に付属のCDに収録されている『HP IPコンソールビューアーユーザー
ガイド』を参照してください。https://www.hpe.com/support/IPConsoleViewer_UG_en 
  

 注：ローカルコンソールポートの操作には、HP IPコンソールビューアーソフトウェアは不要です。ロー
カルコンソールポートの操作には、ローカルコンソールのUIを使用します。詳しくは、「コンソールス
イッチの設定」（28ページ）を参照してください。 

  

コンソールスイッチシステムは、EthernetネットワークインフラストラクチャとTCP/IPプロトコルを使用して、オ
ペレーターと接続コンピューター間でキーボード、ビデオ、およびマウス情報を送信します。10Base-T Ethernet
も使用できますが、専用のスイッチ100Base-Tまたは1000Base-Tネットワークを使用すると性能が向上します。 

https://www.hpe.com/support/IPConsoleViewer_UG_en
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インターフェイスアダプターの取り付け 

インターフェイスアダプターの概要 
コンソールスイッチシステムを正常に動作させるには、インターフェイスアダプターが必要です。ただし、インター

フェイスアダプターは、コンソールスイッチキットには同梱されていません。インターフェイスアダプターは、CAT5
ケーブルを使用してコンソールスイッチに接続します。 
  

 注：このガイドの例では、UTP CAT5ケーブルを使用します。ただし、実際にはCAT5以上のUTPケー
ブルであればどの接続にも使用できます。 

  

 

インターフェイスアダプターの選択 
コンソールスイッチと組み合わせて使用できるインターフェイスアダプターはいくつかあります。次の表に、各ア

ダプターの機能と最適な用途を示します。 
  

インターフェイ

スアダプター 
タイプ 製品番号 主な機能 最適な用途 

HPE c-Class 
Blade 

Blade 
c-Class 

AF605A ブレードサーバーへのローカル

コンソールアクセス 
サーバーブレードを対象に、キー

ボード、ビデオ、およびマウスに接

続してローカルアクセスを行う 

HPE PS2 PS2 262588-B21 キーボード、ビデオ、およびマウ

スコンソールアクセス 
PS/2コネクターを搭載するサー

バーが対象 

HPE USB USB 336047-B21 キーボード、ビデオ、およびマウ

スコンソールアクセス 
USBコネクターを搭載するサーバー
が対象 

HPEシリアル シリアル 373035-B21 シリアルインターフェイスへの

接続 
シリアルインターフェイス経由でシ

リアルデバイスを管理 

HPE仮想メディ

ア対応PS2 
PS2M AF604A キーボード、ビデオ、およびマウ

ス機能ならびに高速仮想メディ

ア（ 12倍速CD-ROM程度の速

度）。PS/2コネクターを搭載する
サーバーが対象 

PS/2コネクターを搭載し、高速仮想
メディアを必要とするサーバーが対

象 

HPE仮想メディ

ア対応 USB* 
USB2 AF603A キーボード、ビデオ、およびマウ

ス機能ならびに高速仮想メディ

ア（ 12倍速CD-ROM程度の速

度）。PS/2コネクターがないサー
バーが対象 

高速仮想メディアを必要とする

PS/2コネクターがないサーバーが
対象 

HPE仮想メディ

アおよびCAC対
応 PS2 

PS2MC AF624A PS/2コネクターを搭載するサー
バーを対象に、フルスピード仮想

メディア（6倍速CD-ROM程度の
速度）とCACをサポート 

PS/2コネクターを搭載し、フルス
ピード仮想メディアとCACのサポー
トを必要とするサーバーが対象 

HPE仮想メディ

アおよびCAC対
応USB 

USBMC AF623A USBコネクターを搭載するサー
バーを対象に、フルスピード仮想

メディア（6倍速CD-ROM程度の
速度）とCACをサポート 

USBコネクターを搭載し、フルス
ピード仮想メディアとCACのサポー
トを必要とするサーバーが対象 

HPEシリアルG2 本格的シ

リアル 
AF625A シリアルコンソールへのアクセ

スを可能にする 
シリアルコンソールへのアクセスと

シリアル接続で管理されるすべての

デバイスへのアクセスを必要とする

サーバーが対象 
 

*HPE ProLiant G7サーバー以前での使用はサポートされていません。 
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インターフェイスアダプターの接続 
  

 注：仮想メディア対応のHPE USBインターフェイスアダプターを使用してProLiantサーバーに接続する
場合、BIOSレベルでキーボードとマウスの機能をテストしてから、オペレーティングシステムをロー
ドしてください。 

  

1. UTP CAT5ケーブルを、コンソールスイッチのインターフェイスアダプター接続ポートに接続します。 

2. UTP CAT5ケーブルのもう一方の端を、インターフェイスアダプターのRJ-45コネクターに接続します。 

3. インターフェイスアダプターを、サーバーの該当コネクターに接続します。 

4. コンソールスイッチに他のサーバーやアプライアンスを接続する場合は、手順1～3を繰り返します。 

次の図に、インターフェイスアダプターを使用したコンソールスイッチシステムの構成例を示します。 

   
             

番号 説明 
1 サーバー 

2 コンソールスイッチ 

3 仮想メディア対応USB 2.0インターフェイスアダプター 

4 仮想メディア対応PS2インターフェイスアダプター 
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コンソールスイッチのカスケード接続 

コンソールスイッチのカスケード接続の概要 
G2コンソールスイッチでは、デバイスを2層までカスケード接続（タイヤリング）できます。複数のコンソールス
イッチをカスケード接続すると、1つのアクセスポイントから利用できるデバイスの数を増やせます。 

仮想メディア対応のコンソールスイッチをカスケード接続する場合は、次の点に注意してください。 

 インターフェイスアダプターを使用してコンソールスイッチをカスケード接続しないでください。インター

フェイスアダプターを使用してコンソールスイッチをカスケード接続すると、シームレスな統合が行われず、

仮想メディアもサポートされなくなります。仮想メディアが必要な場合は、カスケード構成で、仮想メディア

機能対応のインターフェイスアダプターを使用してください。 

 カスケード構成に含むすべてのコンソールスイッチとインターフェイスアダプターには、最新のファームウェ

アを搭載する必要があります。コンソールスイッチのファームウェアをアップグレードする方法については、

「ファームウェアのアップグレード」を参照してください。 
 

 注： 
 コンソールポートAをRJ-45タイヤリングポートでプライマリコンソールスイッチにカスケード接

続した場合、セカンダリコンソールスイッチ上のコンソールポートAのビデオコネクタは動作しま
せんが、ポートBは動作し続けます。動作しないにもかかわらずポートAに接続すると、次のメッ
セージ「別のアプライアンスが現在カスケード接続されているため、ユーザーは無効になっていま

す」が表示されます。 
 ターシャリコンソールスイッチへのカスケード接続はサポートされていません。 
 複数のセカンダリコンソールスイッチからプライマリコンソールスイッチへのカスケード接続は

サポートされています。 
 

コンソールスイッチのカスケード接続のマトリックス 
次に、コンソールスイッチのカスケード接続に関する一般的なルールを示します。 

 古いコンソールスイッチの上流側に新しいコンソールスイッチを接続することも、世代が共通するコンソール

スイッチを互いに接続することもできますが、古いコンソールスイッチをプライマリスイッチとして、新しい

コンソールスイッチ（この場合セカンダリスイッチになります）の上流側に接続することはできません。 

 IPコンソールスイッチを他のIPコンソールスイッチの下流側に接続することはできません。 

 仮想メディアなど特定の機能を有効にするには、カスケード構成内のすべてのコンソールスイッチとインター

フェイスアダプターがその機能をサポートしなければなりません。 
  

 注：スマートカードもサポートするインターフェイスアダプターがサポートする仮想メディアの速度

は、フルスピード（6倍速CD-ROM程度）だけです。高速仮想メディア（12倍速CD-ROM程度）を利用
するには、仮想メディアのみに対応するインターフェイスアダプターを使用する必要があります。 

  

構成を正常に動作させるには、各サーバーとコンソールスイッチの間を仮想メディア対応インターフェイスアダプ

ターで接続する必要があります。詳しくは、「仮想メディアの使用」（59ページ）を参照してください。 

HPEサーバーコンソールスイッチおよびCompaqサーバーコンソールスイッチは、仮想メディアには対応していま
せん。このため、仮想メディア対応のコンソールスイッチの上流側に配置するプライマリコンソールスイッチとし

て使用することはできません。 
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次に、2層カスケード構成の例をいくつか示します。 
     

プライマリコンソールスイッチ セカンダリコンソールスイッチ サポートされる機能* 
仮想メディア対応HPE IPコンソールス
イッチG2 

仮想メディア対応HPEサーバーコンソー
ルスイッチG2 

仮想メディア 
スマートカード 

仮想メディア対応HPE IPコンソールス
イッチG2 

仮想メディア対応HPEサーバーコンソー
ルスイッチ 

仮想メディア 

仮想メディア対応HPE IPコンソールス
イッチG2 

HPEサーバーコンソールスイッチG2 KVM 

仮想メディア対応HPE IPコンソールス
イッチG2 

HPEサーバーコンソールスイッチ KVM 

仮想メディア対応HPEサーバーコン

ソールスイッチG2 
仮想メディア対応HPE IPコンソールス
イッチG2 

仮想メディア 
スマートカード 

仮想メディア対応HPEサーバーコン

ソールスイッチG2 
仮想メディア対応HPEサーバーコンソー
ルスイッチG2 

仮想メディア 
スマートカード 

仮想メディア対応HPEサーバーコン

ソールスイッチG2 
仮想メディア対応HPEサーバーコンソー
ルスイッチ 

仮想メディア 

仮想メディア対応HPEサーバーコン

ソールスイッチG2 
HPEサーバーコンソールスイッチG2 KVM 

仮想メディア対応HPEサーバーコン

ソールスイッチG2 
HPEサーバーコンソールスイッチ KVM 

 

*表のサポートされている機能は、カスケード構成で使うインターフェイスアダプターも示されている機能をサポートして
いる場合にだけ使用できます。たとえば、仮想メディアのサポートが必要な場合、仮想メディアをサポートするインター

フェイスアダプターを使用する必要があります。 
 

HPEサーバーコンソールスイッチG2、2台によるカス
ケード接続 

次の図では、2台のHPEサーバーコンソールスイッチG2がカスケード接続されています。上側のコンソールスイッ
チがプライマリコンソールスイッチ、下側のスイッチがセカンダリコンソールスイッチになります。 

インターフェイスアダプターを使用してコンソールスイッチをカスケード接続しないでください。インターフェイ

スアダプターを使用してコンソールスイッチをカスケード接続すると、シームレスな統合が行われず、仮想メディ

アもサポートされなくなります。 

 
コンソールスイッチをカスケード接続するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. CAT5以上のUTPケーブルを、プライマリコンソールスイッチのインターフェイスアダプターポートに接続しま
す。 

2. ケーブルのもう一方の端をセカンダリコンソールスイッチのタイヤリングポートに接続します。 
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HPEサーバーコンソールスイッチG2のカスケード構成の例 

 
    

番号 説明 
1 サーバー 

2 インターフェイスアダプター（仮想メディア対応USB 2.0インター
フェイスアダプターまたは仮想メディア対応PS2インターフェイ
スアダプター） 

3 UTP CAT5ケーブル 

4 ローカルコンソールキーボード、ビデオ、およびマウスケーブル 

5 ローカルコンソールモニター 

6 プライマリコンソールスイッチ 

7 サーバー 

8 インターフェイスアダプター（仮想メディア対応USB 2.0インター
フェイスアダプターまたは仮想メディア対応PS2インターフェイ
スアダプター） 

9 UTP CAT5ケーブル 

10 UTP CAT5ケーブル（タイヤリングケーブル） 

11 セカンダリコンソールスイッチ 
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HPE IPコンソールスイッチG2へのHPEサーバーコン
ソールスイッチG2のカスケード接続 

次の図では、HPE IPコンソールスイッチG2にHPEサーバーコンソールスイッチG2がカスケード接続されています。 

インターフェイスアダプターを使用してコンソールスイッチをカスケード接続しないでください。インターフェイ

スアダプターを使用してコンソールスイッチをカスケード接続すると、シームレスな統合が行われず、仮想メディ

アもサポートされなくなります。 

 
コンソールスイッチをカスケード接続するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. CAT5以上のUTPケーブルを、コンソールスイッチのインターフェイスアダプターポートに接続します。 

2. ケーブルのもう一方の端をセカンダリコンソールスイッチのタイヤリングポートに接続します。 
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コンソールスイッチの設定 

ユーザーインターフェイス 
コンソールスイッチの設定および管理には、ローカルコンソールのUIまたはリモートのOBWIを使用できます。 

2つのユーザーインターフェイスは見た目や操作方法がよく似ているため、操作がとてもスムーズです。この章の情
報は、両方のユーザーインターフェイスに該当します。 

インターフェイスからは、特定の用途のためのコンソールスイッチの設定や、接続されるデバイスの管理、基本的

なすべてのキーボード、ビデオ、およびマウス/シリアルスイッチングの処理などを行えます。 

どちらのインターフェイスからも、次のセッションを利用できます。 

 KVM - 実際に稼動している状態で、スイッチに接続されている個々のターゲットデバイスのキーボード、モ
ニター、およびマウス機能を制御できます。詳しくは、『HP IPコンソールビューアーユーザーガイド』を参
照してください。 

 シリアル - シリアルコンソールを使用して個々のターゲットデバイスを管理できます。 
 

ローカルコンソールUIを使用したコンソールスイッチの設定 
ローカルコンソールUIを使用してネットワークの初期セットアップを行う手順について詳しくは、「ネットワーク
設定」（35ページ）を参照してください。 

ローカルコンソールUIインターフェイスを起動するには、以下の手順に従ってください｡ 
  

 注：HPE IPおよびサーバーコンソールスイッチG2には、キーボードおよびマウス用のPS/2コネクター
はありません。キーボード、マウス、メディアデバイス、およびスマートカードリーダーの接続には、

USB接続を使用する必要があります。 
  

1. キーボード、モニター、およびマウスをコンソールスイッチ背面のローカルポートに接続します。詳しくは、

「コンソールスイッチの接続」（19ページ）を参照してください。 
  

 注：ローカルコンソールUIを起動するためのキーストーロークを変更する場合は、「ローカルコンソー
ルUIの設定」（40ページ）を参照してください。 

  

2. 次のいずれかのキーストロークを選択して、ローカルコンソールUIを起動します。 

o PrtSc 

o Ctrl + Ctrl 
3. ローカルUIで認証が有効になっている場合は、ユーザー名とパスワードを入力します。ローカルコンソールUI

インターフェイスが開きます。 

4. IPv4またはIPv6用にネットワークを設定します。詳しくは、「一般的なネットワーク設定」（35ページ）を参
照してください。 
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リモートOBWIを使用したコンソールスイッチの設定 
リモートOBWIは、次のオペレーティングシステムとブラウザーをサポートします。 
 

オペレーティングシステム Microsoft Internet 
Explorerバージョン
9.0 

Mozilla Firefoxバー
ジョン10以上 

Google Chrome
バージョン19以上 

Microsoft Windows Server 2003 
Standard、Enterprise、またはWeb Edition 

はい はい はい 

Microsoft Windows XP Home Editionまたは
Professional 

はい はい はい 

Microsoft Windows 7および8  はい はい はい 

Microsoft Windows Server 2012 はい はい はい 

Microsoft Windows 2008および2008 R2 はい はい はい 

Red Hat Enterprise Linux 5および6 いいえ はい いいえ 

Canonical Ubuntu 12.04 いいえ はい いいえ 

Sun Solaris 10および11 いいえ はい いいえ 

Novell SUSE Linux Enterprise 10および11 いいえ はい いいえ 

Apple Mac OS X Tiger（10.4以上） いいえ はい いいえ 

リモートのOBWIにログインするには、以下の手順に従ってください｡ 

1. Webブラウザーを起動します。 

IPv6モードで運用している場合は、IPアドレスを角括弧で囲む必要があります。 

例：https://[XXX.XX.XX.XX] 

2. ブラウザーのアドレスバーに、アクセスするスイッチに割り当てられたIPアドレスまたはホスト名を入力します。 

例：https://XXX.XX.XX.XXまたはhttps://ホスト名 

デフォルトのユーザー名は「Admin」で、パスワードは設定されていません。  

3. ブラウザーがスイッチに接続したら、ユーザー名とパスワードを入力します。 

4. [サインイン]を選択します。リモートのOBWIが表示されます。 
 

ファイアウォール経由でのリモートOBWIへの接続 
設置したコンソールスイッチで外部アクセスにリモートOBWIを使用する場合、ファイアウォールで次の4つのポー
トを開く必要があります。 
  

TCPポート番号 機能 
22 MPUIQ-SRLモジュールへのシリアルセッション時にSSH

が使用します。 

80 ビデオビューアーの初期ダウンロード（Java™ アプレッ
トのダウンロード用）に使用します。 

443 スイッチの管理とキーボード、ビデオ、およびマウスセッ

ションの起動のためにWebブラウザーインターフェイス
が使用します。 

2068 スイッチ上でのキーボード、ビデオ、およびマウスセッ

ションデータの転送またはビデオの転送 
 

一部の構成では、ワークステーションとコンソールスイッチがそれぞれファイアウォールの外側と内側に配置され

ます。その場合、ファイアウォールを設定するには、ポート22、80、443、および2068をファイアウォールの内蔵
インターフェイス経由で外部インターフェイスからコンソールスイッチにフォワーディングします。ポートフォ

ワーディングの具体的な手順については、ファイアウォールのマニュアルを参照してください。 
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ユーザーインターフェイスの使用 
ローカルコンソールUIまたはリモートOBWIに正常にログインすると、ユーザーインターフェイスが表示されます。 

 
   

番号 コンポーネント 説明 
1 見出しバー 現在、ログインしているコンソールスイッ

チを示します。 

2 サイドナビゲー

ションバー 
システム情報、使用できる構成と設定オプ

ション、および操作が表示されます。 

3 コンテンツエリア サイドナビゲーションバーで選択したカテ
ゴリの内容が表示されます。 

 
 

ローカルコンソールのユーザーインターフェイス 
ローカルコンソールのユーザーインターフェイスには、ターゲットデバイスのリストを表示するモードが2つあります。 

 [ターゲットリスト – 完全]では、インターフェイスアダプターの設定および情報の詳細なリストが表示され
ます。 

 [ターゲットリスト – 基本]では基本的な内容が表示され、リスト内を上下方向の矢印キーで移動したり、名
前で検索する検索フィルターフィールドを使ったりして、ターゲットデバイスをすばやく選択できます。 

デフォルトビューは、[ローカルポートUI]の設定ページで設定できます。 
 

ターゲットデバイス 
  

 注：ローカルコンソールUIとリモートOBWIのうちどちらを使用する場合でも、コンソールスイッチセッ
ション開始時のデフォルトビューは[ターゲットリスト]ページです。  

  

[ターゲットリスト]ページには、コンソールスイッチから認識できるすべてのインターフェイスアダプターの名前、
タイプ、およびステータスが表示されます。HPE IPコンソールスイッチに接続している場合、インターフェイスア
ダプターを使用してセッションを開始できます。 

3 

2 

1 
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選択されているターゲットデバイスのシステム情報を表示するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[ターゲットリスト]の順に選択して、[ターゲットリスト]ページを表示します。 
  

 注：インターフェイスアダプターの名前を編集して、接続されているデバイスの名前と一致させること

をおすすめします。 
  

2. 表示するインターフェイスアダプターの名前を選択します。[ユニット概要]ページが表示されます。次のプロ
パティが表示されます。 

o デバイス名 - デバイスが接続されているインターフェイスアダプターの名前と一致するように編集して
ください。 

o [タイプ] - インターフェイスアダプターのタイプを示します。 

o [EID] - インターフェイスアダプターのID番号を示します。 

o [セッション] - インターフェイスアダプターセッションを開始できます。 

 
3. サイドナビゲーションバーで、[接続]を選択してデバイスの接続パスを表示します。 

 
 

ターゲットデバイスのフィルタリング 
フィルタリングを行うと、項目のリストが短くなります。ターゲットデバイスのリストをフィルタリングするには、

一致する項目を取得するテキスト文字列を入力します。フィルタリングの間、[名前]欄が検索されます。検索では
大文字と小文字は区別されません。フィルタリングの際に、テキスト文字列の前または後でアスタリスク（*）をワ
イルドカードとして使用できます。たとえば、「emailserver*」と入力して[フィルター]をクリックすると、
「emailserver」や「emailserverbackup」など、「emailserver」で始まる項目が表示されます。 

 

アプライアンスのツール 
現在、ログインしているコンソールスイッチの名前とタイプを表示するには、[ユニットの表示]、[アプライアンス]、
[概要]の順に選択します。 

次のツールを使用して、アプライアンスの基本作業を実行することもできます。 

 再起動 

 ファームウェアのアップグレード（32ページの「コンソールスイッチのファームウェアのアップグレード」を
参照） 

 診断の実行 



 

コンソールスイッチの設定 32 

 Ping 

 アプライアンス構成の保存（33ページの「コンソールスイッチ設定またはユーザーデータベースの保存」を参
照） 

 アプライアンス構成の復元（34ページの「コンソールスイッチ設定またはユーザーデータベースの復元」を参
照） 

 アプライアンスユーザーデータベースの保存（33ページの「コンソールスイッチ設定またはユーザーデータ
ベースの保存」を参照） 

 アプライアンスユーザーデータベースの復元（34ページの「コンソールスイッチ設定またはユーザーデータ
ベースの復元」を参照） 

 アプライアンスWeb証明書の管理 

 アプライアンストラップMIBの保存 

 
 

コンソールスイッチのファームウェアのアップグレード 
入手できる最新のファームウェアでコンソールスイッチを更新することをおすすめします。 
  

 注意：ファームウェアアップグレードの実行中や電源サイクルの間に、インターフェイスアダプターを

切断しないでください。インターフェイスアダプターが機能しなくなり、修理のために返却しなければ

ならなくなります。 
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アップグレードの内容でフラッシュメモリのプログラムが書き換えられると、コンソールスイッチはソフトリセッ

トを行い、すべてのインターフェイスアダプターセッションを終了します。このとき、ファームウェアアップデー

トを受け取っているコンソールスイッチが、切断されたように表示されるか表示されなくなることがあります。フ

ラッシュアップデートが完了すると、コンソールスイッチは通常のステータスで再び表示されます。 

コンソールスイッチのファームウェアを更新するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[概要]の順に選択します｡[ユニットメンテナンス]ページが表示されます。 

2. [ツール]リストで、[ファームウェアのアップグレード]を選択します。 

 
  

 注：リモートのOBWIからログインした場合に使用できるオプションは、[ファイルシステム]だけです。 

  

3. ファームウェアファイルのロードに使用するオプションを次の中から1つ選びます。 

o [ファイルシステム] - ファームウェアアップグレードファイルの位置を指定するために[参照…]を選択し
ます。 

o [TFTP] - サーバーのIPアドレスとロードするファームウェアファイルを入力します。 

o [FTP] - サーバーのIPアドレスとロードするファームウェアファイルを入力します。認証のためにユー
ザー名とパスワードを入力する必要があります。 

o [HTTP] - サーバーのIPアドレスとロードするファームウェアファイルを入力します。認証のためにユー
ザー名とパスワードを入力する必要があります。 

 

コンソールスイッチ設定またはユーザーデータベースの保存 
コンソールスイッチの設定やユーザーデータベースを保存または復元するには、リモートのOBWIからコンソール
スイッチにログインする必要があります。この操作では、スイッチおよび管理対象デバイスの設定、ならびにロー

カルユーザーデータベースをファイルに保存できます。設定をファイルに保存しておけば、以前の設定をコンソー

ルスイッチに復元できます。 

コンソールスイッチの設定またはユーザーデータベースを保存するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[概要]の順に選択します｡[ユニットメンテナンス]ページが表示されます。 
  

 重要：ファームウェアをアップグレードしている間は、コンソールスイッチの電源を切ったり、操作し

ようとしたりしないでください。 
  

2. [アプライアンス構成の保存]または[アプライアンスユーザーデータベースの保存]を選択して、[アプライアン
ス構成の保存]または[アプライアンスユーザーデータベースの保存]ページを表示します。 

 
3. 次の項目から保存のタイプを選択し、ファイルを保存する位置を選びます。 

o ファイルシステム 

o TFTP 
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o FTP 
o HTTP PUT 

4. 暗号化用のパスワードを入力します。 
 

コンソールスイッチ設定またはユーザーデータベースの復元 
  

 注：コンソールスイッチの設定やユーザーデータベースを保存または復元するには、リモートのOBWI
からコンソールスイッチにログインする必要があります。 

  

以前に保存したコンソールスイッチの設定またはユーザーデータベースを復元するには、以下の手順に従ってくだ

さい｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[概要]の順に選択します｡[ユニットメンテナンス]ページが表示されます。 

2. [アプライアンス構成の復元]または[アプライアンスユーザーデータベースの復元]を選択して、[アプライアン
ス構成の復元]または[アプライアンスユーザーデータベースの復元]ページを表示します。 

 
3. 次の項目から復元のタイプを選択し、復元するファイルの位置を選びます。 

o ファイルシステム 

o TFTP 
o FTP 

o HTTP 
4. 復号用のパスワードを入力します。ファイルがコンソールスイッチにアップロードされます。 

5. コンソールスイッチを再起動（31ページの「アプライアンスのツール」を参照）して、復元した設定を有効に
します。 

 

システム情報の表示 
1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[プロパティ]、[ID]の順に選択します。次のプロパティが表示されます。 

o 製品番号 

o シリアル番号 

o EID 
  

 注：アプライアンスの位置情報を入力することをおすすめします。そうすれば、ソフトウェア内部です

べてのアプライアンスを論理的に組織できるようになります。 
  

2. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[プロパティ]、[ロケーション]の順に選択します｡次のプロパティが表示さ
れます。 

o サイト 

o 部門 

o ロケーション 

3. [ユニットの表示]、[アプライアンス設定]、[バージョン]の順に選択して、現在のファームウェアバージョンを
表示します。現在のファームウェアバージョンは、アプリケーションの[バージョン]の欄下に表示されます。
ファームウェアのバージョンは、番号が大きいほど新しくなります。 
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システムアラート 
現在、システムアラートがある場合は、インターフェイスの右上の見出しに表示されます。 

 
表示される可能性があるアラートは次のとおりです。 

 パワーサプライの故障 

 室温の上昇 

 ファン障害 
 

ネットワーク設定 
ネットワーク設定を変更できるのは、管理者だけです。他のユーザーは設定を見ることはできますが、変更するこ

とはできません。 
 

一般的なネットワーク設定 
一般的なネットワーク設定を行うには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ネットワーク]、[一般]の順に選択して、[アプ
ライアンスのネットワーク一般設定]ページを表示します｡ 

 
  

 注：LANの速度を変更する場合は、コンソールスイッチの再起動が必要です。 

  

2. 次のパラメーター設定を行います。 

o LANの速度 

o ICMP Pingの応答 



 

コンソールスイッチの設定 36 

o HTTPポート 

o HTTPSポート 

3. IPv4またはIPv6モード用にネットワークを設定します。デフォルト設定は、IPv4でBOOTPは有効です。コン
ソールスイッチはデュアルスタックが可能で、両方のスイッチを同時に設定することができます。 

 

DNS設定 
DNSを設定するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[DNS]の順に選択して、[アプライアンスDNS
設定]ページを表示します｡ 

2. DNSの割り当てモードを次から選択します。 

o 手動 

o BOOTP 

o DHCPv6 
3. [プライマリ]、[セカンダリ]、および[ターシャリ]フィールドに、DNSサーバーのアドレスを入力します。 

 

NTP設定 
NTPを設定するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[NTP]の順に選択して、[NTP]ページを表示し
ます｡ 

2. NTPを有効にするには、[NTPを有効にする]チェックボックスを選択します。 

3. [NTPサーバー1]および[NTPサーバー2]フィールドに、NTPサーバーの名前/アドレスを入力します。 

4. 更新間隔を有効にするには、チェックボックスを選択して、更新間隔の時間（分単位）を選択します。 
 

SNMP設定 
SNMPは、ネットワーク管理アプリケーションとコンソールスイッチ間での管理情報の通信に使用されるプロトコ
ルです。他のSNMPマネージャーは、MIB-IIおよびエンタープライズMIBのpublic部分にアクセスして、スイッチと
通信できます。ここでは、スイッチを管理できるステーションやスイッチからのSNMPトラップを受信できるステー
ションを指定できます。SNMPを有効にすると、コンソールスイッチは、UDPポート161経由でのすべてのSNMP
リクエストに応答します。 

SNMPを設定するには、以下の手順に従ってください｡ 
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1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[SNMP]の順に選択して、[SNMP]ページを表示
します｡ 

 
2. SNMPを有効にするには、[SNMPを有効にする]チェックボックスを選択します。 

3. 次の各フィールドに該当する情報を入力します。 

o [名前] 

o [説明] 

o [連絡先] 
  

 注：コミュニティ名の各フィールドには、最大64文字を入力できます。SNMPを有効にしている場合は、
これらのフィールドを空白にすることはできません。 

  

4. [読み取り]、[書き込み]、および[トラップ]コミュニティ名を入力して、SNMPの動作で使用する必要があるコ
ミュニティ名を指定します。これらのコミュニティ名は、UDPポート161経由のSNMPだけに適用され、コン
ソールスイッチ保護のためのパスワードの役割を果たします。 

  

 注：任意のワークステーションでコンソールスイッチを管理できるようにするには、[許可管理マネー
ジャー]フィールドをブランクにしてください。 

  

5. [許可管理マネージャー]フィールドに、このコンソールスイッチの管理を許可するワークステーションのアド
レスを最大4つ入力します。 

 

SNMPトラップの有効化 
SNMPトラップとは、コンソールスイッチで注意を要するイベントが発生したことを示すためにスイッチから管理
ステーションに送信される通知のことです。 

個々のSNMPトラップを有効にするには、以下の手順に従ってください｡ 
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1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[監査]、[イベント]の順に選択して、[イベント]
ページを表示します｡ 

 
2. 管理ステーションに送信するSNMPトラップのチェックボックスをそれぞれ選択します。 

3. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[監査]、[送信先]の順に選択して、[イベント送
信先]ページを表示します｡ 

 
4. SNMPトラップおよびSyslog情報の送信先にする管理ステーションのアドレスを最大4つ入力します。 
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ポート 
次のコンソールスイッチポートについての情報を表示および編集できます。 

 インターフェイスアダプター 

 カスケードデバイス 

 ローカルコンソールポートのUI 
 

インターフェイスアダプターポート 
コンソールスイッチに接続された各インターフェイスアダプターのポート位置を表示するには、以下の手順に従っ

てください｡ 

[ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ポート]、[IA]の順に選択して、[アプライアンスIA]
ページを表示します｡ 

 
 

オフラインのインターフェイスアダプターの削除 
1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ポート]、[IA]の順に選択して、[アプライアン

スIA]ページを表示します｡ 

2. [オフラインの削除]を選択します。 
 

インターフェイスアダプターのUSB速度の設定 
  

 注：インターフェイスアダプターの速度を設定できる機種は、HPE仮想メディア対応USBインターフェイ
スアダプター（AF603A）とHPE仮想メディア対応PS2インターフェイスアダプター（AF604A）だけです。  

  

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ポート]、[IA]の順に選択して、[アプライアン
スIA]ページを表示します｡ 

2. 編集するインターフェイスアダプターの横のチェックボックスを選択します。 

3. [Set USB 1.1 Speed]または[Set USB 2.0 Speed]を選択します。 
 

インターフェイスアダプターファームウェアのアップグレード 
[自動アップグレード]を有効にしておけば、インターフェイスアダプターはコンソールスイッチファームウェアの
アップグレード時に自動的に更新できます。ただし、通常のアップグレード手順で問題が発生すると、インターフェ

イスアダプターを強制的にアップグレードしなければならないことがあります。 
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 注意：ファームウェアアップグレードの実行中や電源サイクルの間に、インターフェイスアダプターを

切断しないでください。インターフェイスアダプターが機能しなくなり、修理のために返却しなければ

ならなくなります。 
  

インターフェイスアダプターのファームウェアをアップグレードするには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ポート]、[IA]の順に選択して、[アプライアン
スIA]ページを表示します｡ 

2. アップグレードするインターフェイスアダプターの横のチェックボックスを選択します。 

3. [アップグレード]を選択します。 
 

インターフェイスアダプターのシリアルセッション設定 
個々のインターフェイスアダプターのシリアルセッションを設定するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ポート]、[IA]の順に選択して、[アプライアン
スIA]ページを表示します｡ 

2. [EID]列の下の名前をクリックして、設定するインターフェイスアダプターを選択し、[IA]ページを表示します。 

3. 左側のナビゲーションツリーで、[設定]を選択します。[IA設定]ページが表示されます。 

4. インターフェイスアダプターの次の設定値を指定します。 

o ボーレート 

o データビット 

o パリティ 

o ストップビット 

o フロー制御 

o DTRモード 

o ピン配列 

— Cisco社製のデバイスを管理する場合は、[Cisco]を選択して、アプライアンスの管理ポートにRJ-45
コネクターを直接接続します。 

— DB9オスDTEデバイスに接続する場合は、[ACS]を選択して、DB9-RJ-45アダプターをRJ-45シリアル
コネクターに接続してから、アプライアンスに接続します。  

 

カスケードデバイスポート 
コンソールスイッチからカスケード接続されたすべてのアプライアンスのポート位置を表示するには、以下の手順

に従ってください｡ 

[ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ポート]、[カスケードデバイス]の順に選択して、[ア
プライアンスのカスケードデバイス]ページを表示します｡ 

カスケード接続されたデバイスの名前は、[名前]ハイパーリンクを選んで編集できます。 
 

ローカルコンソールUIの設定 
次に示すような、ローカルポートUIの設定変更を行えるのは管理者だけです。 

 ローカルポートユーザーの認証の有効と無効の切り替え。有効にすると、インターフェイスへのアクセスを希

望するユーザーにログインが要求されるようになります。 

 ユーザーのアクセスレベルの選択。これにより、別のユーザーが行っているターゲットデバイスとのキーボー

ド、ビデオ、およびマウス/シリアルセッションを切断できるユーザーのレベルが決まります。 
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ローカルポートのUI設定値を指定するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ポート]、[ローカルポートUI]の順に選択して、
[ローカルポートUIの設定]ページを表示します｡ 

 
2. [ローカル ポートUIの起動]で、ローカルコンソールUIセッションの起動方法を1つまたは複数選び、そのチェッ

クボックスを選択します。 

3. 次のパラメーター設定を行います。 

o ローカルポートユーザー設定 

o スキャンモード 

o キーボード 
 

セッションの設定 
ユーザーは、次のセッションタイプの設定値を指定できます。 

 一般 

 KVM 

 バーチャルメディア 

 シリアル 
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一般的なセッション設定 
1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[セッション]、[一般]の順に選択して、[アプラ

イアンスの一般セッション設定]ページを表示します｡ 

  
2. 次のパラメーター設定を行います。 

o [アイドル タイムアウトを有効にする]チェックボックスを選択または選択解除します。 

o [アイドル タイムアウト]フィールドで、ユーザーが何もしない状態で経過することが許される時間（分単
位）を選択します。この時間が過ぎるとセッションは閉じます。 

o [ログイン タイムアウト]フィールドで、ユーザーが何もしない状態で経過することが許される時間（秒単
位）を選択します。この時間が過ぎると認証要求は失敗します。詳しくは、「LDAPクエリ」（50ページ）
を参照してください。 

o [プリエンプト タイムアウトを有効にする]チェックボックスを選択または選択解除します。 

o [プリエンプト タイムアウト]フィールドで、経過することが許される時間（秒単位）を選択します。この
時間が過ぎるとセッションはタイムアウトします。 

o [共有]フィールドで、有効にする各チェックボックスを選択します。 
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キーボード、ビデオ、およびマウスセッションの設定 
1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[セッション]、[KVM]の順に選択して、[KVMセッ

ション設定]ページを表示します｡ 

 
2. 次のパラメーター設定を行います。 

o キーボードとマウスの暗号化レベルの選択 

o ビデオの暗号化レベルの選択 

o 使用するキーボードの言語の選択 

o 使用するモニターの解像度の選択。[標準]と[ワイドスクリーン]のうちどちらかを選んでください。ここで
指定する解像度が、ローカルコンソールのデフォルト解像度になります。 

 

仮想メディアセッションの設定 
  

 注：安全のために、個々のインターフェイスアダプターで仮想メディア機能を無効にすることができます。  
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1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[セッション]、[仮想メディア]の順に選択して、
[アプライアンスのバーチャルメディアセッション設定]ページを表示します｡ 

 
2. 次のセッション設定を行います。 

o セッションのロック - 仮想メディアセッションをキーボード、ビデオ、およびマウスセッションにロック
します。セッションのロック設定を有効にすると、キーボード、ビデオ、およびマウスセッションが切断

された時点で仮想メディアセッションも切断されます。 

o セッションの予約 - セッションを確立したユーザーだけが仮想メディア接続にアクセスできるようにな
ります。予約設定を有効にすると、他のユーザーは該当するデバイスへのキーボード、ビデオ、およびマ

ウス接続を作成できなくなります。 

3. 仮想メディアへのアクセスモードを次から選択します。 

o 読み取り専用 

o 読み取り/書き込み 

4. 次のいずれかの暗号化レベルを設定します。 

o なし 

o 128ビット 

o DES 

o 3DES 

o AES 
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シリアルセッションの設定 
1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[セッション]、[シリアル]の順に選択して、[ア

プライアンスのシリアルセッション設定]ページを表示します｡ 

 
2. Telnetを有効にする場合は、[Telnetアクセス有効]チェックボックスを選択します。 

デフォルトでは、SSH通信が有効になっています。SSHを使用してコンソールスイッチに接続する場合は、
SSHで要求されるように、ユーザーアカウントにパスワードを割り当てる必要があります。 

Telnetは、安全な通信プロトコルではありません。ただし、PuTTY、OSのコマンドプロンプトなど、Telnet
やSSH準拠のソフトウェアを使用して、コンソールスイッチに接続できます。認証が完了すると、接続するイ
ンターフェイスアダプターの名前の入力を指示されます。 

 

コマンドラインからのシリアルアクセスのセットアップ 
コマンドラインからの、またはPuTTYなどのユーティリティを使ったシリアルアクセスの場合は、キーボード、ビ
デオ、およびマウスとのSSHセッションを開始することで、キーボード、ビデオ、およびマウスとの接続をセット
アップします。  

例：SSH 192.168.1.222 

ログインプロンプトで、ユーザーとターゲット情報を次の構文で指定します。 
user:target 

ターゲットにできるのは、シリアルインターフェイスアダプターの名前またはアダプターのEIDです。 
例：demouser:DL380G8-Dev2（大文字と小文字を区別） 
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ユーザーアカウント 
ローカルコンソールUIおよびリモートOBWIでは、管理者が定義するユーザーアカウントによるログインセキュリ
ティが要求されます。管理者はユーザーの追加や削除、ユーザーの割り込み権限やアクセスレベルの定義を行えます。 

許可される操作はユーザーレベルによって決まります。次の表にその操作を示します。 
   

操作 アクセスレベル： 
アプライアンス

管理者 

アクセスレベル： 
ユーザー 

インターフェイスのシステムレベルの

設定 
はい いいえ 

アクセス権限の設定 はい いいえ 

ユーザーアカウントの追加、変更、削除 はい いいえ 

パスワードの変更 はい はい 

ターゲットデバイスへのアクセス はい はい* 
 

*管理者がそのターゲットデバイスを予約していなければ、ユーザーはデバイスにアクセスできます。詳しくは、「ローカ
ル仮想メディアの設定」を参照してください。 

 

ローカルユーザーアカウント 
ローカルユーザーアカウントを設定するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ユーザーアカウント]、[ローカル]の順に選択
して、[アプライアンスのローカルユーザーアカウント]ページを表示します｡ 

2. セキュリティロックアウトを設定します。セキュリティロックアウトを有効にすると、各ユーザーアカウント

が、ログインに5回失敗するとそのアカウントはロックアウトされます。 

ユーザーを追加するには、以下の手順に従ってください｡ 
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1. [追加]を選択して、[アプライアンスのローカル ユーザー アカウントの追加]ページを表示します。 

 
2. 新しいユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。 

3. アクセスレベルを選択します。 

4. ユーザーを割り当てるターゲットデバイスをすべてハイライトして、[追加]を選択します。 

ユーザーを編集するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. 編集するユーザーの横のチェックボックスを選択します。 

2. ユーザー名をクリックして、ユーザーアカウントに変更を加えます。 

ユーザーを削除するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. 削除するユーザーの横のチェックボックスを選択します。 

2. [削除]を選択します。 
 

MergePointアクセスの設定 
MergePointアクセスの設定を使用して、AvocentのDSViewソフトウェアに接続します。 
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MergePointアクセスを設定するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ユーザーアカウント]、[MergePoint Access]
の順に選択して、[アプライアンスのMergePoint Accessの設定]ページを表示します｡ 

 
2. MergePointアクセスの設定値を指定します。 

 

LDAPの設定 
  

 注：Active Directoryの構成が変更された場合を除き、特に指定がなければ、LDAPのデフォルト値を使
用してください。デフォルト値を変更すると、LDAP認証サーバーの通信エラーが発生することがあり
ます。 

  

ここでは、LDAP認証の優先度およびサーバー接続情報を設定できます。 
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1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ユーザーアカウント]、[LDAP]の順に選択して、
[アプライアンスLDAP概要]ページを表示します｡ 

 
2. [ローカル認証を使用する]または[LDAP認証を使用する]を選択して、LDAP認証の優先度を設定します。 
  

 注：セカンダリLDAPサーバーはオプションです。 

  

3. 次に示すLDAPサーバーの情報を設定します。 

o [アドレス] - プライマリおよびセカンダリLDAPサーバーのホスト名またはIPアドレスを指定します。 

o [ポート] - LDAPサーバーとの通信に使用するUDPポートの番号を指定します。安全性に欠けるLDAPと安
全なLDAPSのデフォルトポートIDは、それぞれ389と636です。 

o [アクセス タイプ] - 各LDAPターゲットデバイスへのクエリの送信方法を指定します。LDAPを使用する
と、LDAPサーバーとターゲットデバイスの間で送信されるユーザー名、パスワードなどすべての情報が
安全でないクリアーテキストで送られます。安全な暗号化通信を行うには、LDAPSを使用してください。 

LDAP設定について詳しくは、『HP IPコンソールビューアーユーザーガイド』を参照してください。 
 

LDAP検索 
LDAPディレクトリサービスのユーザーを検索する際のパラメーターを設定するには、以下の手順に従ってください｡ 
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1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ユーザーアカウント]、[LDAP]、[検索]の順に
選択して、[アプライアンスLDAP検索]ページを表示します｡ 

 
  

 注：LDAPの検索およびクエリのパラメーターを設定できるのは、[LDAP概要]（48ページの「LDAPの
設定」を参照）ページでLDAP認証が有効になっている場合だけです。 

  

2. 次の検索パラメーターを設定します。 

o [検索DN] - ターゲットデバイスがディレクトリサービスへのログインに使用する管理者レベルのユー
ザーを定義します。ターゲットデバイスが認証されると、ディレクトリサービスによりそのデバイスに

ディレクトリへのアクセス権限が与えられ、[LDAPクエリ]ページで指定されるユーザー認証クエリを実行
できるようになります。デフォルト値は、cn=Administrator、cn=Users、dc=DomainName、およびdc=com
です。各検索値は、コンマで区切る必要があります。 

o [検索パスワード] - [検索DN]フィールドで指定した管理者またはユーザーの認証に使用されます。 

o [検索ベース] - LDAP検索の開始点を定義します。デフォルト値は、dc=yourDomainNameおよびdc=comで
す。各検索値は、コンマで区切る必要があります。たとえば、test.comの検索ベースを定義する場合、値
は「dc=test, dc=com」になります。 

o [UIDマスク] - LDAPターゲットデバイスのユーザーID検索の検索条件を指定します。フォーマットは
<name>=<%1>です。デフォルト値はsAMAccountName=%1で、Active Directoryに対応します。 

 

LDAPクエリ 
LDAPクエリのパラメーターを設定するには、以下の手順に従ってください｡ 
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1. [ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ユーザーアカウント]、[LDAP]、[クエリ]の順
に選択して、[アプライアンスLDAPクエリ]ページを表示します｡ 

 
  

 注：LDAPの検索およびクエリのパラメーターを設定できるのは、[LDAP概要]（48ページの「LDAPの
設定」を参照）ページでLDAP認証が有効になっている場合だけです。 

  

2. 次のクエリモードパラメーターを設定します。 

o [アプライアンス] - コンソールスイッチ自体へのアクセスを試みる管理者およびユーザーの認証に使用し
ます。 

o [ターゲット デバイス] - 接続されているターゲットデバイスへのアクセスを試みるユーザーの認証に使
用されます。 

使用できるモードは、次の3つです。 

o [基本] - ユーザーのユーザー名およびパスワードクエリがディレクトリサービスに送られます。検証が終
わると、ユーザーにアプライアンスと接続されているターゲットデバイスへのアクセス権限が与えられます。 

o [ユーザー属性] - ユーザーのユーザー名、パスワード、アクセス制御属性クエリがディレクトリサービス
に送られます。アクセス制御属性は、Active Directoryのユーザーオブジェクトから読み取られます。値が
見つからない場合、ユーザーがアプライアンスに対するUser Admin権限を持っている場合を除き、ユー
ザーにはアプライアンスやターゲットデバイスへのアクセス権限は与えられません。 

o [グループ属性] - [アプライアンス]クエリモードが使用されている場合はアプライアンスおよび接続され
ているターゲットデバイス、[ターゲット デバイス]クエリモードが使用されている場合は選択されたター
ゲットデバイスのユーザー名、パスワード、およびグループクエリがディレクトリサービスに送られます。

[アプライアンス]クエリモードが使用されている場合、グループがそのユーザーおよびアプライアンス名
を含んでいることが判明すると、そのユーザーにはアプライアンスまたはターゲットデバイスへのアクセ

ス権限が与えられます。[ターゲット デバイス]クエリモードが使用されている場合、グループがそのユー
ザーおよびターゲットデバイスIDを含んでいることが判明すると、そのユーザーには選択されているター
ゲットデバイスへのアクセス権限が与えられます。 

3. 次に示すグループ設定パラメーターを指定します。 

o [グループ コンテナ] - グループオブジェクトの位置として、管理者がActive Directoryで作成したOUを指
定します。グループオブジェクトには、ユーザー、コンピューター、連絡先、および他のグループを含め

ることができ、それぞれが特定のアクセスレベルに割り当てられます。 
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o [グループ コンテナ マスク] - グループコンテナーのオブジェクトタイプ（通常は、OU）を定義します。
デフォルト値は、ou=%1です。 

o [ターゲット デバイス] - ターゲットデバイスの検索フィルターを定義します。デフォルト値は、cn=%1です。 

o [アクセス制御属性] - クエリモードが[ユーザー属性]または[グループ属性]に設定されている場合に使用さ
れる属性の名前を指定します。デフォルト値は、infoです。 

 

上書き管理者 
上書き管理者アカウントは、コンソールスイッチに組み込まれた管理アカウントです。このアカウントは、コンソー

ルスイッチ内部でローカルアカウントとしてのみ認証されます。 

 
 

接続 
コンソールスイッチからのすべての接続を表示するには、[ユニットの表示]、[アプライアンス]、[アプライアンス
設定]、[接続]の順に選択して、[アプライアンスの接続]ページを表示します｡ 

 
 

アクティブセッション 
アクティブなセッションのリストを表示するには、[ユニットの表示]、[アクティブセッション]の順に選択します｡
アクティブな各セッションについて、次のプロパティが表示されます。 

 [ターゲット デバイス] - アクティブセッションに含まれているデバイス 

 [所有者] - ログインしてセッションを操作しているユーザー 

 [リモート ホスト] - アクティブなセッションが実行されているコンピューターのIPアドレス 
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 [期間] - このデバイスについてのアクティブなセッションが開始されてからの経過時間 

 [タイプ] - セッションのタイプ（キーボード、ビデオ、およびマウスセッションまたはシリアルセッション） 

新しいアクティブセッションを起動するには、以下の手順に従ってください。 
  

 注：LinuxまたはMacオペレーティングシステムを動作させている場合、アクティブセッションを起動す
るには、Java™ 1.5.0_11以上が必要です。 

  

1. [ユニットの表示]、[ターゲットリスト]の順に選択して、使用できるデバイスのリストを表示します｡ 
2. [ターゲットリスト]画面の[操作]列の下で[KVMセッション]または[Serialセッション]を選択します。 

ターゲットデバイスが現在アクティブセッションに含まれている場合、アクセスを試みているユーザーの割り

込みレベルが現在セッションを開いているユーザーのレベル以上であれば、アクセスを試みているユーザーは

強制的にデバイスへの接続を行うことができます。 
 

ローカルセッション 
アクティブセッションの確立後、ローカルコンソールのUIで[ローカルセッション]ページを表示できます。[ローカ
ルセッション]ページが表示されるのは、アクティブなセッションが存在する場合だけです。[ローカルセッション]
ページでは次の機能を使用できます。 

 仮想メディアの接続 

 USBインターフェイスのリセット 

 アクティブセッションの再開 

 アクティブセッションの切断 

ローカルコンソールで新しいアクティブセッションを起動して[Local Session]ページにアクセスするには、以下の
手順に従ってください｡ 

1. 次のいずれかのキーストロークを選択して、ローカルコンソールUIを起動します。 

o PrtSc 

o Ctrl + Ctrl 
[Local Session]ページが表示されます。 

2. [ユニットの表示]、[ターゲットリスト]の順に選択して、使用できるデバイスのリストを表示します｡ 
3. 別のデバイスを選択して、キーボード、ビデオ、およびマウスセッションを起動します。  

 

スキャンモード 
  

 注：スキャンモードを使用できるのは、ローカルコンソールのUIまたはHP IPコンソールビューアーソ
フトウェアを使用している場合だけです。リモートのOBWIを使用している場合は、スキャンボタンは
無効になっています。 

  

スキャンモードでは、コンソールスイッチがポートからポート（つまり、ターゲットデバイスからターゲットデバ

イス）に自動的に移動してスキャンを行います。複数のデバイスをスキャンすることも、スキャンするデバイスを

指定することもできます。スキャンの順番は、スキャンリストでのターゲットデバイスの位置によって決まります。

スキャンの間隔も設定できます。 

ターゲットデバイスをスキャンリストに追加するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [ユニットの表示]、[ターゲットリスト]の順に選択して、[ターゲットリスト]ページを表示します。 

2. スキャンする各デバイスの横のチェックボックスを選択します。 
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3. [スキャン]を選択します。 

 
スキャンの間隔を設定する場合は、「ローカルコンソールUIの設定」（40ページ）を参照してください。 

 

アクティブセッションの切断 
1. [ユニットの表示]、[アクティブセッション]の順に選択して、[アクティブセッション]ページを表示します｡ 

2. 閉じるターゲットデバイスセッションの横のチェックボックスを選択します。 

3. [接続解除]を選択します。 
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ビデオセッションビューアー 

ビデオセッションビューアーの概要 
ビデオセッションビューアーは、コンソールスイッチに接続されているターゲットデバイスとのリモートのOBWI
を使用したキーボード、ビデオ、およびマウスセッションで使われます。ビデオセッションビューアーを使用して

ターゲットデバイスに接続すると、別のウィンドウにローカルデバイスとターゲットデバイスのカーソルを含むデ

スクトップが表示されます。 
  

 注：LinuxまたはMacオペレーティングシステムを動作させている場合、アクティブセッションを起動す
るには、Java™ 1.5.0_11以上が必要です。 

  

リモートのOBWIソフトウェアは、Java™ベースのプログラムを使用してビデオビューアーのウィンドウを表示し
ます。リモートのOBWIは、初めて起動されるときにビデオセッションビューアーを自動的にダウンロードしてイ
ンストールします。JREはダウンロードできますが、コンソールスイッチはJREをインストールしません。 

リモートのOBWIは、ビデオセッションビューアーの各ウィンドウ内部のイメージの保存および表示にシステムメ
モリを使用します。ビデオセッションビューアーで開かれる各ウィンドウは、次に示す容量のシステムメモリを新

たに必要とします。 

 8ビットのカラー設定では、ウィンドウごとに1.4 MB 

 16ビットのカラー設定では、ウィンドウごとに2.4 MB 

 32ビットのカラー設定では、ウィンドウごとに6.8 MB 

このため、一度に開くビデオセッションビューアーウィンドウは3つまでに抑えることをおすすめします。同時に5
つ以上のウィンドウを開くと、システムのパフォーマンスが低下することがあります。その場合、メモリ不足エラー

が発生し、要求したビデオセッションビューアーウィンドウが開かなくなります。 

アクセスしたいターゲットデバイスを別のユーザーが表示している場合、割り込みレベルがそのユーザーのレベル

以上であれば、そのユーザーと交代するように指示されます。アプライアンスの管理者は、リモートOBWIの[アク
ティブセッション]ページでアクティブユーザーを切断できます。 
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次のビデオセッションビューアーの表示は、通常のウィンドウモードのものです。 

 
    

番号 説明 
1 タイトルバー - 表示中のサーバーの名前を表示します。 

メニューバーにアクセスするには、カーソルをタイトルバー

の中央下に合わせてください。 

2 メニューバー - 各種機能にアクセスできます。 

3 サーバーのデスクトップ - このデスクトップを介してサー
バーを操作できます。 

4 [マウスを合わせる]アイコン - ローカルカーソルがリモート
サーバーのカーソルを正しく追跡するように調整できます。 

5 [画像の更新]アイコン - サーバーデスクトップのデジタルビ
デオイメージを更新できます。 

6 [フルスクリーンモード]アイコン - アクセス中のサーバーの
デスクトップを画面全体に拡大できます。 

 
 

ツールバーの変更 
ビデオセッションビューアーウィンドウでは、画鋲でロックされていない場合、ツールバーは一定の時間が経過す

ると表示されなくなりますが、この時間は調整できます。 

1. 次のいずれかのオプションを選択します。 

o ビデオビューアーウィンドウのメニューで、[ツール]、[セッションオプション]の順に選択します｡ 
o [セッションオプション]ボタンを選択します。  

[セッションオプション]ページが表示されます。 

2. [ツールバー]タブを選択します。 
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3. 矢印キーを使用して、ツールバーが非表示になるまでの時間（分単位）を指定します。 

4. [OK]を選択して保存し、閉じます。 
 

セッションの起動 
  

 注：ローカルコンピューターよりも高い画面解像度のターゲットデバイスに接続している場合、ビデオ

セッションビューアーのウィンドウには、ターゲットデバイスの画面の一部が表示され、表示されない

部分を見るためのスクロールバーが追加されます。ターゲットデバイスまたはローカルコンピュー

ター、あるいは両方の解像度を調整すれば、画面全体を表示できます。 
  

リモートのOBWIからビデオセッションビューアーのセッションを起動する方法については、「アクティブセッショ
ン」（52ページ）を参照してください。 

 

セッションタイムアウト 
指定した時間が経過してもセッションウィンドウで何も操作が行われないと、リモートセッションがタイムアウト

することがあります。セッションタイムアウトの値は、リモートOBWIで設定します。 

セッションタイムアウトの時間値の有効/無効の切り替えまたは設定を行うには、「一般的なセッション設定」（42
ページ）を参照してください。 

 

ビューの調整 
プロキシを使用しないで接続している場合、ネットワーク接続の速度が遅いと、ビデオのパフォーマンスが最適な

ものでなくなる可能性があります。グレースケールなど一部のカラー設定を使うと、ベストカラーなど他の設定と

比べて、ネットワーク帯域幅の使用量を減らすことができます。このため、カラー設定を調整すると、ビデオのパ

フォーマンスを改善できます。 

ビデオビューアーの表示を調整するために、次に示すいくつかのオプションが用意されています。 

 マウスカーソルを一致させる。 

 画面を更新する。 

 フルスクリーンモードの有効/無効を切り替える。フルスクリーンモードを有効にすると、最大1280 × 1024ま
でのサイズのデスクトップに合わせて画像が調整されます。デスクトップの解像度の方が高い場合、フルスク

リーンの画像はデスクトップの中心に配置され、ビデオビューアーの周囲の領域はブランクになります。メ

ニューとツールバーはロックされ、そのまま表示されます。 

 セッションイメージの自動、フル、または手動スケーリングを有効にする。 

o 自動スケーリング - デスクトップウィンドウのサイズが、表示対象のターゲットデバイスの解像度に合わ
せてサイズ変更されます。 

o フルスケーリング - デスクトップウィンドウはそのまま固定され、デバイスイメージがウィンドウに合わ
せてサイズ変更されます。 

o 手動スケーリング - サポートされるイメージスケーリング解像度のメニューが表示されます。 

 セッションイメージの色深度を変更する。 
 

ウィンドウのサイズ 
各ビデオビューアーウィンドウは、別々の解像度に設定できます。デフォルトの解像度は、1024 × 768です。 

自動スケーリングを有効にしている場合、セッション時にウィンドウのサイズが変更されると、リモートのOBWI
が表示を自動的に調整します。つまり、セッション時にターゲットデバイスの解像度が変更されると、表示は自動

的に調整されます。 
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ビデオビューアーウィンドウの解像度を変更するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. ビデオビューアーで、[表示]、[スケール]の順に選択します｡ 
2. 設定する解像度を選択します。 

3. [OK]を選択して保存し、閉じます。 
 

ビデオセッションビューアーのタスク 
ビデオセッションビューアーを介して処理されるタスクと操作の詳しい一覧は、『HP IPコンソールビューアーユー
ザーガイド』の「ビデオセッションビューアーによるリモートサーバーの管理」の項に掲載されています。 

 

セッションの終了 
ビデオビューアーセッションを閉じるには、[ファイル]、[終了]の順に選択します｡ 
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仮想メディアの使用 

仮想メディアの概要 
仮想メディアについて説明するこの項では、仮想メディア対応HPEサーバーコンソールスイッチのリモートコン
ソールは、そのコンソールスイッチが仮想メディア対応HPE IPコンソールスイッチの直下にカスケード接続されて
いる場合にのみ使用することができます。 

コンソールスイッチを使用して、USB接続によって共有メディアをサーバーに接続することができます。この機能
により、ローカルまたはリモートコンソールからオペレーティングシステムのインストール、オペレーティングシ

ステムのリカバリ、プログラムのインストール、ファイルの転送、およびBIOSの更新を実行することで、システム
をより効率的に管理することができます。 

仮想メディアは、コンソールスイッチの背面にあるいずれかのUSBポートを使用してコンソールスイッチに直接接
続することができます。さらに、HP IPコンソールビューアーを実行し、仮想メディア対応HPE IPコンソールスイッ
チを使用してサーバーに接続している任意のリモートワークステーションから仮想メディアに接続することができ

ます。ローカルコンソールのすべてのUSBポートは単一の仮想メディアセッションに割り当てられ、異なるサーバー
に別々にマッピングすることはできません。 

サーバーによって仮想メディアセッションを開くには、まず、仮想メディア対応インターフェイスアダプターを使

用してサーバーをコンソールスイッチに接続し、ローカルコンソールセッションを確立する必要があります。 

仮想メディア対応コンソールスイッチを使用して、コンソール上のリムーバブル大容量ストレージデバイスまたは

CD/DVDタイプデバイスを、ターゲットサーバー上の仮想ドライブとしてマッピングすることができます。HP IPコ
ンソールビューアーを使用している場合は、ローカルクライアント上の.isoまたはディスケットイメージファイルを、
ターゲットサーバー上の仮想ドライブとして追加またはマッピングすることもできます。 

 

仮想メディアに対応したUSB 2.0コンポジットデバイスの使用の制限 
仮想メディア機能に対応しているUSB 2.0インターフェイスアダプターについては、仮想メディアのデフォルト機
能は、USBプロトコルのコンポジット高速USB 2.0機能です。さまざまなターゲットサーバーのBIOSや特定のオペ
レーティングシステムおよびインストールプログラムは、コンポジットUSB 2.0デバイスをサポートしていません。
ターゲットサーバーのBIOSまたはオペレーティングシステムがそのようなデバイスをサポートしていない場合は、
次のいずれかの操作を実行する必要があります。 

 仮想メディア対応PS2インターフェイスアダプターを購入し、単一の仮想メディアデバイスをマッピングしま
す。これにより、標準USB 2.0モードで動作します。 

 コンソールスイッチのローカルOSDから仮想メディア対応USB 2.0インターフェイスアダプターのUSB 2.0機
能を無効にします。これにより、インターフェイスアダプターはUSB 1.1モードで動作します。 

現在、AMD Opteron™ベースのHPE ProLiantサーバーおよびRed Hat Enterprise Linux 4（Update 5以前）は、コン
ポジットUSB 2.0デバイスをサポートしていません。しかし、インテル®ベースのHPE ProLiant G4のターゲットサー
バーのBIOSおよびそれ以降のサーバーは、コンポジットUSB 2.0デバイスをサポートします。サーバーのBIOSが
USB 2.0コンポジットデバイスをサポートしていてもオペレーティングシステムのインストールプログラムがサ
ポートしていない場合は、キーボードとマウスの制御がBIOSからインストールプログラムに切り替わったときに障
害が発生します。 

AMD Opteron™ベースのHPE ProLiantサーバーおよびRed Hat Enterprise Linux 4（Update 5以前）を使用している
場合、またはより古いサーバーや他社製サーバーを使用している場合は、仮想メディア対応PS2インターフェイス
アダプターを使用することをおすすめします。 
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仮想メディアリソース 
仮想メディアリソースを、ローカルコンソールとリモートコンソールで共有することはできません。たとえば、HP 
IPコンソールビューアーを使用するリモートユーザーが、ローカルコンソールのUSBハブに接続された仮想メディ
アリソースを使用することはできません。HP IPコンソールビューアーを実行するクライアントコンピューターに直
接接続された仮想メディアリソースのみを、ターゲットサーバーにマッピングすることができます。 

同時にマップできるのは、1つのCDタイプデバイスと1つの大容量記憶タイプ装置です。 

 CDタイプデバイスには、CD/DVDドライブまたはCDの.isoイメージファイルが含まれます。 

 大容量記憶タイプ装置には、ディスケットドライブ、ディスケットイメージファイル、USBメモリデバイス、
その他のリムーバブルメディアタイプ（外付けUSBハードディスクドライブなど）が含まれます。 

 

仮想メディアの設定 
仮想メディアは、リモートのOBWIまたはローカルコンソールのUIで設定します。仮想メディアの設定について詳
しくは、「仮想メディアセッションの設定」（43ページ）を参照してください。 

 

共有と割り込みについて 
キーボード、ビデオ、およびマウスセッションと仮想メディアセッションは独立しており、セッションの共有、予

約、および割り込みのための数多くのオプションが作成されています。 

キーボード、ビデオ、およびマウスセッションと仮想メディアセッションを1つにまとめてロックすることもできま
す。このモードでは、キーボード、ビデオ、およびマウスセッションが切断されると、仮想メディアセッションも

切断されます。セッションを1つにまとめない場合は、キーボード、ビデオ、およびマウスセッションを閉じても仮
想メディアセッションをアクティブのまま残すことができます。仮想メディアセッションを使用してオペレーティ

ングシステムのロードなど、時間がかかるタスクを実行し、そのタスクの実行中に、別のターゲットデバイスでキー

ボード、ビデオ、およびマウスセッションを確立して他の機能を実行する場合は、こちらのオプションを使用して

ください。 

ターゲットデバイスに対してアクティブな仮想メディアセッションが実行されているが関連付けられたアクティブ

なキーボード、ビデオ、およびマウスセッションはない場合、元のユーザー（ユーザーA）がそのチャネルに再接
続することも別のユーザー（ユーザーB）がそのチャネルに接続することもできます。セッションを予約してユー
ザーAだけがキーボード、ビデオ、およびマウスセッションでそのチャネルにアクセスできるようにする場合は、
仮想メディアセッションを設定（43ページの「仮想メディアセッションの設定」を参照）する際にオプションを設
定できます。カスケード接続環境で予約オプションを使用すると、ユーザーAだけが下流側のスイッチおよび上下
のスイッチ間のキーボード、ビデオ、およびマウスチャネルにアクセスできます。 

ユーザーBがセッションへのアクセスを許可されている場合、ユーザーBは仮想メディアセッションで使用するメ
ディアを制御できます。  

 

[バーチャルメディア]ダイアログボックス 
[バーチャルメディア]ダイアログボックスでは、次のオプションを使用できます。 

 仮想メディアのマッピングとマッピング解除の管理。ダイアログボックスには、仮想ドライブとしてマッピン

グできる、クライアントサーバー上のすべての物理ドライブが表示されます。[バーチャルメディア]ダイアロ
グボックスを使用して、ISOやディスケットのイメージファイルを追加しマッピングすることもできます。デ
バイスのマッピング後、[バーチャルメディア]ダイアログボックスの詳細ビューに転送されたデータのサイズ
やデバイスのマッピング後の経過時間についての情報が表示されます。 

 仮想メディアセッションの予約。セッションが予約されている場合、関連付けられたキーボード、ビデオ、お

よびマウスセッションが閉じても、そのターゲットデバイスに対するキーボード、ビデオ、およびマウスセッ

ションを別のユーザーが起動することはできません。セッションが予約されていない場合は、別のキーボード、

ビデオ、およびマウスセッションを起動できます。 



 

仮想メディアの使用 61 

 USB 2.0インターフェイスアダプターのリセット。ただし、この操作により、ターゲットデバイス上のUSBメ
ディアがどの形式のものもすべてリセットされます。このオプションは注意して使用する必要があり、ター

ゲットデバイスが応答しない場合を除いては使用を避けてください。 
 

ビデオセッションビューアーを介した仮想メディアの使用 
ビデオセッションビューアーを介して仮想メディアセッションを起動して複数のタスクを実行できます。詳しくは、

『HP IPコンソールビューアーユーザーガイド』を参照してください。 
 

ローカル仮想メディアの使用 
ローカル仮想メディアを正常に動作させるには、コンソールスイッチとして、仮想メディア対応HPEサーバーコン
ソールスイッチまたは仮想メディア対応HPE IPコンソールスイッチが必要です。また、各サーバーとコンソールス
イッチの間を仮想メディア対応インターフェイスアダプターで接続する必要があります。 

 
    

番号 説明 
1 ローカルユーザー 

2 USBメディアデバイス 

3 コンソールスイッチ（仮想メディア対応HPEサーバーコン
ソールスイッチまたは仮想メディア対応HPE IPコンソール
スイッチ） 

4 仮想メディア対応USB 2.0インターフェイスアダプター 

5 仮想メディア対応PS2インターフェイスアダプター 

6 サーバー 
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2層カスケード接続構成での仮想メディアの使用 
2層カスケード接続構成で仮想メディアを正常に機能させるには、次のデバイスを用意する必要があります。  

 プライマリコンソールスイッチとして、仮想メディア対応のコンソールスイッチ 

 セカンダリコンソールスイッチとして、仮想メディア対応のコンソールスイッチ 

 各サーバーとコンソールスイッチを接続する仮想メディア対応インターフェイスアダプター 

カスケード接続について詳しくは、「コンソールスイッチのカスケード接続」（24ページ）を参照してください。 

 
        

番号 説明 
1 ローカルユーザー 

2 USBメディアデバイス 

3 コンソールスイッチ（仮想メディア対応HPEサーバーコン
ソールスイッチまたは仮想メディア対応HPE IPコンソール
スイッチ） 

4 セカンダリコンソールスイッチ（仮想メディア対応HPE
サーバーコンソールスイッチ） 

5 仮想メディア対応USB 2.0インターフェイスアダプター 

6 仮想メディア対応PS2インターフェイスアダプター 

7 サーバー 
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スマートカードの使用 

スマートカードの概要 
Two-Factor認証が要求される場合、ご使用のコンソールスイッチでCACとも呼ばれるスマートカードを使用できます。 
  

 注：ターゲットデバイスでスマートカードリーダーを使用するには、まず、スマートカード対応のイン

ターフェイスアダプターを使用して、ターゲットデバイスをコンソールスイッチに接続する必要があり

ます。 
  

スマートカードリーダーは、ローカルのUSBポートを使用して直接コンソールスイッチに接続できます。また、ス
マートカードリーダーをリモートワークステーションに接続することもできます。スマートカードリーダーは、必

ず、サーバーとのコンソールセッションを開始する前に接続してください。スマートカードについて詳しくは、「ス

マートカードの使用」（63ページ）を参照してください。 
 

ビデオセッションビューアーを介したスマートカードの

使用 
スマートカードリーダーをクライアントサーバーの空きUSBポートに接続し、ターゲットデバイスに接続できる状
態になったら、キーボード、ビデオ、およびマウスセッションを開始してビデオセッションビューアーを開きスマー

トカードをマッピングできます。 

スマートカードのステータスは、ビデオセッションビューアーのツールバーの右端にあるアイコンで示されます。

次のうちいずれかのステータスアイコンが表示されます。 
 

アイコン 説明 

 
スマートカードリーダーにスマートカードが挿入されていないか、またはスマートカード

リーダーが接続されていません。 

 
スマートカードリーダーにスマートカードが挿入されていますが、マッピングされていま

せん。 

 
スマートカードはマッピングされています。 

 

スマートカードをマッピングするには、以下の手順に従ってください。 

1. KVMセッションを起動します。ビデオセッションビューアーウィンドウが表示されます。 

2. クライアントサーバーに接続したスマートカードリーダーにスマートカードを挿入します。 

3. ビデオセッションビューアーで、[ツール]、[スマートカードのマッピング]の順に選択します。 

4. [カードはどれもマッピングされていません]オプションの下にリストされているスマートカードを選択して、
マッピングします。 

次に示すようにスマートカードのマッピングを解除する方法は、いくつかあります。 

 ビデオセッションビューアーウィンドウで[X]をクリックして、KVMセッションを閉じます。 

 ビデオセッションビューアーで、[ツール]、[カードはどれもマッピングされていません]の順に選択します。 

 クライアントサーバーから、スマートカードリーダーを取り外すかまたは切断します。 
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LDAP 

LDAPの概要 
LDAPは、TCP/IPを使用してディレクトリに対するアクセス、クエリ、更新などの操作を行うためのベンダーに依
存しないプロトコル規格です。LDAPは、認証、プライバシー、整合性など、強力なセキュリティ機能をサポートす
るグローバルディレクトリ構造で、X.500ディレクトリサービスモデルをベースにしています。 

個々のユーザーアカウントが、Active DirectoryなどのLDAP対応のディレクトリサービスに保存されている場合、
ディレクトリサービスを使用したユーザー認証が可能になります。LDAP検索とクエリのパラメーターに与えられる
デフォルト値は、Active Directoryで使用できるように定義されます。 

認証パラメーターは、リモートのOBWIを介して設定および定義できます。このソフトウェアは、ユーザー名、パ
スワードなどの情報をターゲットデバイスに送ります。これに対し、ターゲットデバイスは、ユーザーがリモート

のOBWIを介してターゲットデバイスの設定パラメーターを表示または変更する権限を持っているかどうかを判断
します。 

 

LDAP設定 
LDAPの認証、検索、およびクエリについてのパラメーターは、リモートのOBWIを介して設定します。詳しくは、
「LDAPの設定」（48ページ）を参照してください。 

 

クエリ実行のためのActive Directoryのセットアップ 
クエリモードのうちのいずれかを使用するには、事前に、Active Directoryを更新して選択するクエリモードが該当
する認証レベルをユーザーに割り当てできるようにする必要があります。 

グループクエリをセットアップするには、以下の手順に従ってください｡ 

1. 管理者権限で、Windows®にログインします。 

2. Active Directoryソフトウェアを起動します。 

3. グループのコンテナーとして使用する組織単位を作成します。 

4. Active Directoryでコンピューターオブジェクトを作成します。アプライアンスにクエリする場合はスイッチン
グシステム、接続されているターゲットデバイスにクエリする場合はそのデバイスと同じ名前にしてください。

名前は正確に一致する必要があり、大文字と小文字が区別されます。 

5. グループクエリで使用されるアプライアンスの名前とターゲットデバイスの名前は、アプライアンスで保存さ

れます。リモートOBWIの[アプライアンス]->[概要]と[ターゲットリスト]画面で指定するアプライアンス名、お
よびターゲットデバイス名は、アルファベットの大文字、小文字、数字、およびハイフンを組み合わせて作成

する必要があり、Active Directoryのオブジェクト名と一致する必要があります。  

6. グループのコンテナーに当たる組織単位の下に1つまたは複数のグループを作成します。 

7. 手順6で作成したグループに、ユーザー名ならびにターゲットデバイスおよびアプライアンスオブジェクトを
追加します。 

8. アクセス制御属性の実装に使用する属性の値を指定します。 
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コンソールスイッチのシリアル管理 

LAN接続の確立 
  

 注：10Base-T Ethernetも使用できますが、性能の向上のために専用のスイッチ100Base-Tまたは
1000Base-Tネットワークをおすすめします。 

  

コンソールスイッチのリアパネルにあるLANポートからネットワークケーブルをEthernetスイッチに接続し、コン
ソールスイッチの電源を入れます。詳しくは、このキットに付属のCDに収録されている『HP IPコンソールビュー
アーユーザーガイド』を参照してください。https://www.hpe.com/support/IPConsoleViewer_UG_en 

 

シリアル管理およびセットアップポートへの接続 
要件： 

 G2コンソールスイッチでは、DB9ポートではなくRJ-45シリアルポートが使用されます。コンソールスイッチ
には、DB9 DCEメス-RJ-45シリアルアダプターが付属しています。 

 標準のCAT5ピン配列の、CAT5以上のUTPケーブルが必要です。 

シリアル管理およびセットアップポートに接続するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. スイッチの管理に使用するコンピューター上の空きCOMポートにDB9アダプターを接続します。 

2. CAT5以上のUTPケーブルを使用して、DB9アダプターをコンソールスイッチのセットアップポートに接続し
ます。 

3. ハイパーターミナル（65ページの「ハイパーターミナルの設定」を参照）やMinicom（65ページの「Minicom
の設定」を参照）のような端末エミュレーションソフトウェアを設定します。 

4. コンソールスイッチの電源が入っていることを確認します。数分後、コンソールスイッチが起動します。 

5. Enterキーを押して、Main Menuにアクセスします。 
 

ハイパーターミナルの設定 
ハイパーターミナルを設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. デスクトップ画面の[スタート]メニューから、[プログラム]、[アクセサリ]、[通信]、[ハイパーターミナル]の
順に選択します。[接続の設定]ウィンドウが表示されます。 

2. 説明のための名前を入力して、[OK]をクリックします。[接続の設定]ウィンドウが表示されます。 

3. シリアルケーブルを使用してコンソールスイッチに接続される通信ポートを選択し、[OK]をクリックします。
[COM1のプロパティ]ウィンドウが表示されます。 

4. [ビット/秒]には9600、[データビット]には8、[パリティ]にはなし、[ストップビット]には1、[フロー制御]には
なしを選択し、[OK]をクリックします。ハイパーターミナルによって、コンソールスイッチに自動接続されま
す。 

5. Enterキーを押して、コンソールスイッチのオプションメニューにアクセスします。 
 

Minicomの設定 
  

 注：以下の説明は、Red Hat Linux 3.0の使用を前提にしています。詳しくは、Linuxオペレーティング
システムのヘルプまたはマニュアルを参照してください。 

https://www.hpe.com/support/IPConsoleViewer_UG_en
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 重要：Minicomは、Linuxのインストール時にロードされるユーティリティです。ただし、オペレーティ
ングシステムのインストール中にLinuxユーティリティをインストールするオプションを選択しない場
合、Red Hat社のWebサイトからMinicom X.X.i386.rpmファイルをダウンロードしないとMinicomを使用
できません（RPMのインストール手順については、Red Hat社のWebサイトを参照してください）。 

  

Minicomを設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. Linuxコンソールにログインするかまたは端末を開いて、コマンドプロンプトでminicom-sと入力します。
[Configuration]メニューが表示されます。 

2. [Serial Port Setup]を選択します。[Change which setting?]メニューが表示されます。 

3. [Option A (Serial Device)]を選択します。デバイスタイプを「dev/modem」から「/dev/ttyS0」に変更して、
Enterキーを押します。  

4. [Option E (Bps/Par/Bits)]を選択します。[Comm Parameters]メニューが表示されます。 

5. [E (Speed 9600 Bps)]を選択し、Enterキーを押します。[現設定]の横に[9600 8N1]が表示されます。  

6. [Option F (Hardware Flow Control)]を選択します。 

[Change which setting?]メニューが以下のように設定されていることを確認します。 
A - Serial Device:/dev/ttyS0 
B - Lockfile Location:/var/lock 
C - Callin Program: 
D - Callout Program: 
E - Bps/Par/Bits:9600 8N1 
F - Hardware Flow Control:No 
G - Software Flow Control:No 

7. Enterキーを押して、[Configuration]メニューに戻ります。["dfl"に設定を保存]オプションまで移動し、Enterキー
を押します。  

8. [設定]メニューで[Minicomを終了]オプションまで移動し、Enterを押します。 

9. コマンドプロンプトから「Minicom」と入力します。接続が確立されると、ただちにコンソールスイッチの

[main]メニューが表示されます。画面のオプションに従って、コンソールスイッチを設定します。 
 

Main Menuの使用 
コンソールスイッチのMain Menuでは、次の設定オプションを使用できます。 

 Network configuration 

 Enable debug messages 

 Reset appliance 

 Exit 
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Main Menuにアクセスするには、以下の手順に従ってください。 

1. 端末セッションを確立し、Enterを押します。Main Menuが表示されます。 

 
 

Network Configuration 
Network Configurationオプションを使用して、ネットワークの速度およびIPv4またはIPv6の設定値をセットできま
す。 

 

Enable Debug Messages 
Enable Debug Messagesオプションでは、システムをデバッグできます。システムをデバッグするには、[yes]を選
択します。 

 

Reset Appliance 
Reset Applianceオプションでは、サーバーのコンソールスイッチを再起動します。 

 

Exit 
Exitオプションでは、Main Menuを終了できます。 
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コンソールスイッチのNICの設定 
1. 端末セッションを確立して、Enterキーを押します。Main Menuが表示されます。 

2. オプション1（Network Configuration）を選択します。[Network Configuration]メニューが表示されます。 

3. オプション1（Network Speed）を選択して、ネットワーク速度を設定します。可能な場合、自動交渉機能を
使用せずに、手動で接続を設定します。設定したら、[Network Configuration]メニューに戻ります。 

4. IPv4またはIPv6 IPアドレスを指定するには、オプション2（IP Configuration）を選択して、設定するIPアド
レスを選択します。HPEでは、IPv4対応の静的IPアドレスの使用をおすすめしています。コンソールスイッチ
は、デュアルスタック機能を備えています。 

5. 静的IPv4アドレスを使用している場合は、以下の手順に従ってください。 

a. オプション3（IP Address）を選択して、IPアドレスを指定します。 

b. オプション4（Netmask）を選択して、ネットマスクを指定します。 

c. オプション5（Default Gateway）を選択して、デフォルトゲートウェイを指定します。 

設定を終了したら、0を入力して変更を適用しMain Menuに戻ります。 

6. 静的IPv6アドレスを使用している場合は、以下の手順に従ってください。 

a. オプション3（IP Address）を選択して、IPアドレスを指定します。 

b. オプション4（Prefix Length）を選択して、プレフィックスの長さを指定します。 

c. オプション5（Default Gateway）を選択して、デフォルトゲートウェイを指定します。 

設定を終了したら、0を入力して変更を適用しMain Menuに戻ります。 

7. オプション0（Exit/Apply changes）を選択してメインメニューを終了するか、変更内容を適用します。 

8. ネットワークの速度を変更する場合は、コンソールスイッチの再起動が必要です。 
 

コンソールスイッチシリアル管理パスワードを忘れた場

合の再取得 
1. 端末セッションを確立して、Enterキーを押します。コンソールスイッチシリアル管理パスワードの入力を求

めるメッセージが表示されます。 

2. 「HELP」と入力します。16ビットキーとコンソールスイッチのEID番号が表示されます。 

3. HPEのサービス窓口に電話します（74ページ）。サービス窓口の担当者に16ビットキーとコンソールスイッ
チのEID番号を知らせます。担当者が、ご使用のコンソールスイッチ専用の、一度だけ使用できるパスワード
をお知らせします。 

4. 一度だけ使用できるパスワードを入力します。以前に設定されていたコンソールスイッチシリアル管理パス

ワードが削除されます。 

ローカルのUIまたはリモートのOBWI経由での忘れたパスワードの再取得について詳しくは、「ローカルコンソー
ルUIの設定」の項の手順を使用したセットアップポート設定の変更方法（40ページ）を参照してください。 
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ファームウェア 

ファームウェアのアップグレード 
コンソールスイッチのアップグレード機能を使用すると、ローカルのUIまたはリモートのOBWIを使用して、コン
ソールスイッチとインターフェイスアダプターのファームウェアを最新バージョンにアップグレードできます。詳

しくは、「コンソールスイッチファームウェアのアップグレード」（32ページ）および「インターフェイスアダプ
ターファームウェアのアップグレード」（39ページ）を参照してください。 
  

 注意：ファームウェアアップグレードの実行中や電源サイクルの間に、インターフェイスアダプターを

切断しないでください。インターフェイスアダプターが機能しなくなり、修理のために返却しなければ

ならなくなります。 
  

アップグレードを実行する前に、Secure TFTP Serverがインストールされ、更新するファイルが入っているフォル
ダーの読み取りアクセス権が選択されていることを確認してください。また、コンソールスイッチが、アップグレー

ドに使用するコンピューターと同一のネットワークに存在することを確認してください。TFTPを有効にしてから、
コンソールスイッチファームウェアをアップグレードします。 

Microsoft Windows用のTFTPを有効化する方法については、「Microsoft Windowsオペレーティングシステム用の
TFTPの有効化」（69ページ）を参照してください。 

Linux用のTFTPを有効化する方法については、「Linuxオペレーティングシステム用のTFTPの有効化」（69ページ）
を参照してください。 

 

Microsoft Windowsオペレーティングシステム用のTFTPの有効化 
Microsoft® Windows®オペレーティングシステム用にTFTPを有効化するには、このキットに同梱されているCDま
たはSoftpaq TFTPディレクトリの\TFTP\TFTP Install Instructions.txtファイルに記載されている指示に従ってくだ
さい。 

 

Linuxオペレーティングシステム用のTFTPの有効化 
RPMパッケージを使用するほとんどのシステムでは、TFTPサーバーRPM（RPM-IVH/Redhat/RPMS/）がTFTPを提
供しています。配布タイプによっては、インターネットサービスデーモンはxinetdが提供しています。 
  

 注：以下の説明は、Red Hat Linux 3.0の使用を前提にしています。詳しくは、Linuxオペレーティング
システムのヘルプまたはマニュアルを参照してください。 

  

  

 注：デフォルトでは、TFTPはセキュアモードで実行され、可読ファイルは/tftpbootディレクトリにのみ
作成されます。他のディレクトリは、/etc/xinetd.d/tftpファイルを通じて指定できます。セキュアモード
では、TFTPは、/tftpbootディレクトリからの相対パスにあるファイルを仮定しています。 

  

Linuxオペレーティングシステム（GNOME）用TFTPを有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. GNOMEビューアーで、メインメニューに移動し、[システム]、[管理]、[サーバー設定]、[サービス]の順に選
択します。 

2. [サービスの設定]メニューで、[xinetd]チェックボックスが選択されてシステムの起動時に起動するようになっ
ていることを確認します。 

または 

このチェックボックスが選択されていない場合は、選択して、[保存]をクリックします。 

3. サービスのリストにあるTFTPを確認し、強調表示します。 
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4. チェックボックスを選択して、ブート時にTFTPが起動するように設定し、[保存]をクリックします。  

Linuxオペレーティングシステム（KDE）用TFTPを有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. メインメニューに移動し、[コントロールパネル]、[サービス]の順に選択します。 

2. [サービスの設定]メニューで、[xinetd]チェックボックスが選択されてシステムの起動時に起動するようになっ
ていることを確認します。 

または 

このチェックボックスが選択されていない場合は、選択して、[保存]をクリックします。 

3. サービスのリストにあるTFTPを確認し、強調表示します。 

4. チェックボックスを選択して、ブート時にTFTPが起動するように設定し、[保存]をクリックします。 
 

Linuxオペレーティングシステム用TFTPの確認 
  

 注：以下の説明は、Red Hat Linux 3.0の使用を前提にしています。詳しくは、Linuxオペレーティング
システムのヘルプまたはマニュアルを参照してください。 

  

1. ps -ef | grep tftpdコマンドを実行してin.tftpdサービスが動作していることを確認します。 

デフォルトでは、/etc/xinetd.d/tftp設定ファイルは/tftpbootをディレクトリとして使用します。 

2. /tftpbootディレクトリを（もしなければ）作成し、アクセス権を公開アクセス用に設定します。 

3. ファームウェアファイルを/tftpbootにコピーします。 

4. 現在のディレクトリを/tmpに移動します。 

5. シェルプロンプトから、「tftp localhost（またはローカルシステム名）」と入力します。 

6. 次のコマンドを入力して、ファイルをダウンロードします。get/tftpboot/filename 

7. quitと入力します。 

8. シェルプロンプトから、ファイルが/tmpディレクトリにあることを確認します。 

TFTPが正しく設定されている場合、上記の手順で現在のディレクトリにファイルが転送されます。 
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トラブルシューティング 

コンソールスイッチのトラブルシューティング 
          

問題 トラブルシューティング 

コンソールスイッチが正

常に動作しない 
1 コンソールスイッチの電源が入っていることを確認します。 
2 すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。 

コンソールスイッチを再

起動するとハングする 
電源ケーブルをコンセントからいったん抜いてから取り付け直して、コンソールスイッ

チをもう一度再起動します。 

パワーサプライのステー

タスインジケーターLED
のうち一方が点灯せず、

もう一方が不規則に点滅

する 

パワーサプライのうち1つに電源が供給されていないかまたは障害が発生しています。
LEDの不規則な点滅は、モールス符号のSOSの点滅です。 

カスケード接続されてい

るコンソールスイッチが

システムに認識されない 

すべてのコンソールスイッチがHPE製スイッチかどうかと最新のファームウェアで
アップグレードされているかどうかを確認します。 

接続を切断したサーバー

がリストに表示される 
ローカルコンソールのUIまたはリモートのOBWIを使用して、オフラインのインター
フェイスアダプターを削除（39ページの「オフラインのインターフェイスアダプターの
削除」を参照）します。 

コンソールスイッチのシ

リアルポートパスワード

を忘れた 

「ローカルコンソールUIの設定」（40ページを参照）の手順に従いパスワードを再設定
します。 

画面が緑色または赤色だ

けで表示されるかまたは

カラーがすべて異常 

 UTP CAT5ケーブルを調べて、破損したり圧迫されたりしていないかを確認します。 
 VGAコネクターのピンが曲がっていないかを確認します。 
 ケーブルがクロスオーバネットワークケーブルではないことを確認します。 

マウスの位置が揃わない マウスの高速化やポインタの精度を高めるオプションが設定されていないことを確認
します。マウスの速度は、50%でなければなりません。 

UNIX®ベースプラット

フォームで [デバイスノ
リセット ]ボタンを押す
とマウスとキーボードが

機能しなくなる 

[デバイスノリセット]ボタンは、Microsoft® Windows®対応機能です。デスクトップを
再起動すると、マウスとキーボードが再び機能します。 

Red Hat Linux、SLES、
またはHP-UXを実行する
サーバーにシリアルイン

ターフェイスアダプター

を接続すると、Linuxシェ
ル環境で、PC用キーボー
ドの数値キーパッドの

キーがVT100エミュレー
ションにマップされな

い。 viテキストエディ

ターで数字キーパッドを

使用すると、数字ではな

くファンクション文字が

表示される 

printenvコマンドを使用して、Linux環境で割り当てられているTERMを表示します。
プロファイルを編集するか、TERMを「ansi」に設定することによって、他のtermcap
エントリーと一致させることができます。PC用キーボードの場合、ANSIが最も互換性
の高いエミュレーションです。  
または 
/etc/inittabを編集して、s0:2345:respawn:/sbin/agetty -h ttyS0 115200, 9600 ansiを設定
します。 
ここで、ttyS0はシリアルインターフェイスアダプターが接続されているLinux環境の
シリアルデバイス名です。 
シェルプロンプトで、init qと入力するか、システムを再起動します。 
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問題 トラブルシューティング 

仮想メディアが正常に機

能しません。 
以下の品目が使用されていることを確認します。 

 仮想メディア対応コンソールスイッチ 
 仮想メディア対応のUSBまたはPS2インターフェイスアダプター  
 高速コンポジットUSB 2.0デバイスをサポートするサーバーとオペレーティングシ

ステム 
ローカルリソースをリモートサーバーにマッピングできるようにするには、ターゲット

サーバー上で仮想メディアCDドライブおよび大容量記憶装置を表示できなければなり
ません。 

[バーチャルメディア]ダ
イアログボックスのオプ

ションを使用することが

できない 

「仮想メディアセッションの設定」（43ページ）を参照してください。 

仮想メディアセッション

の開始後にキーボードが

応答しません。 

USB 2.0コンポジットデバイスに関する制限を参照してください。 

ビデオ画面の画像が歪む 「接続距離に関する表」（72ページ）を参照してください。 

 
 

接続距離に関する表 
コンソールスイッチのビデオ性能を最適に保つには、サーバーとコンソールスイッチ間の距離を約15 m以内に保っ
てください。ビデオ解像度を低く設定すると、システムは、最長30.5 mの距離でも動作できます。 

標準4×3 
  

ケーブルの長さ（合計） 1600 × 1200 
85 Hz時 

1280 × 1024 
85 Hz時 

1024 × 768 
85 Hz時 

800 × 600 
85 Hz時 

3 m x x x x 

15 m x x x x 
30.5 m — — — x 
 

ワイドスクリーン 16 × 9または16 × 10 
  

ケーブルの長さ

（合計） 
1680 × 1050 
60 Hz時 

1440 × 900 
60 Hz時 

1280 × 800 
60 Hz時 

1024 × 640 
60 Hz時 

800 × 500 
60 Hz時 

3 m x x x x x 

15 m x x x x x 
30.5 m — — — — x 
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FAQ 

コンソールスイッチのFAQ（よくある質問） 
   

質問 回答 

インターフェイスアダプターはホットプラグ対応

ですか。 
はい。コンソールスイッチに電源が入っている状態で接続で

きます。ただし、サーバーへのPS2接続を使用する場合は、
ホットプラグに対応しなくなることがあります。 

コンソールスイッチへのキーボード、モニター、お

よびマウス接続は、ホットプラグ対応ですか。 
はい 

コンソールスイッチへのサーバー接続はホットプ

ラグ対応ですか。 
はい 

コンソールスイッチは丸穴レールのラックに設置

できますか。 
はい。コンソールスイッチは、標準マウントの方法で丸穴レー

ルのラックに設置できます（15ページの「標準マウント」を
参照）。 

コンソールスイッチは丸穴レールのラックにサイ

ドマウントできますか。 
いいえ 

ローカルコンソールのUIにアクセスする方法を教
えてください。 

 Print Scrnキーを押します。 
 Ctrlキーを1秒以内に2度押します。 

コンソールスイッチをカスケード接続する方法を

教えてください。 
「コンソールスイッチのカスケード接続」（24ページ）を参
照してください。 

キーボードの言語を変更する方法を教えてくだ

さい。 
インターフェイスアダプターでの言語固有のキーボードエ

ミュレーションは、「ローカルコンソールUIの設定」（40ペー
ジ）の手順に従って選択されたキーボードの言語により決定

されます。 

カスケード接続されたコンソールスイッチが接続

されているポートを識別する方法を教えてくださ

い。 

インターフェイスアダプターポート（39ページ）またはカス
ケードデバイスポート（40ページ）の[Port]列を参照してくだ
さい。 

カスケード接続されたコンソールスイッチにロー

カル接続する方法を教えてください。 
プライマリコンソールスイッチのインターフェイスアダプ

ター接続ポートとセカンダリコンソールスイッチのタイヤリ

ングポートの間をCAT5以上のケーブルを使用して接続して
ください。 

コンソールスイッチのファームウェアのバージョ

ンを調べる方法を教えてください。 
「システム情報の表示」を参照してください。 

インターフェイスアダプターのファームウェアの

バージョンを調べる方法を教えてください。 
[アプライアンスIA]（39ページの「インターフェイスアダプ
ターポート」を参照）ページの[Application]列を参照してくだ
さい。 

サポートされているUTPケーブルの種類を教えて
ください。 

UTP CAT5、CAT5e、CAT6、およびCAT7ケーブルだけがサ
ポートされています。 
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サポートと他のリソース 

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス 
 ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide のWeb サイトにアクセスし

ます。https://www.hpe.com/assistance 

 ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターのWeb 
サイトにアクセスします。https://www.hpe.com/support/hpesc 

ご用意いただく情報 
 テクニカルサポートの登録番号（該当する場合） 

 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号 

 オペレーティングシステム名およびバージョン 

 ファームウェアバージョン 

 エラーメッセージ 

 製品固有のレポートおよびログ 

 アドオン製品またはコンポーネント 

 他社製品またはコンポーネント 

アップデートへのアクセス 
 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセスす

るためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨されるソフトウェ

アアップデート方法を確認してください。 

 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。 

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター 

http://www.hpe.com/support/hpesc 

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード 

http://www.hpe.com/support/downloads 

Software Depot 

http://www.hpe.com/support/softwaredepot 

 eNewsletters お よ び ア ラ ー ト を サ ブ ス ク ラ イ ブ す る に は 、 以 下 に ア ク セ ス し ま す 。
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja 

 お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリンクしたりするには、

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターのMore Information on Access to Support Materials ページに
アクセスします。http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials 

 

 
重要：一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからア
クセスするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使ってHPE パスポートを
セットアップしておく必要があります。 

 

https://www.hpe.com/assistance
https://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/downloads
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
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カスタマーセルフリペア（CSR） 
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご自身で修
理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交換できるよう直接配
送されます。一部の部品はCSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterpriseもしくはその正規保守代理店が、
CSR によって修理可能かどうかを判断します。 

リモートサポート（HPE 通報サービス） 
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモートサ

ポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントをHewlett Packard Enterprise に安全
な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われ

ます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめします。 

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてください。 

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報 

HPE 通報サービス 
http://www.hpe.com/jp/hpalert 

HPE プロアクティブケアサービス 
http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja 

HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト 
http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts 

HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト 
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts 

保証情報 
ご使用の製品の保証に関する情報を表示するには、以下のリンクを参照してください。 

HPE ProLiant とIA-32 サーバーおよびオプション 
http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties 

HPE Enterprise およびCloudline サーバー 
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties 

HPE ストレージ製品 
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties 

HPE ネットワーク製品 
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties 

規定に関する情報 
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサーバー、ス
トレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してください。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts 

規定に関する追加情報 

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則EC No 1907/2006）のような法的な要求事
項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り組んでい

ます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。http://www.hpe.com/info/reach 

RoHS、REACH を含むHewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについては、次
を参照してください。http://www.hpe.com/info/ecodata 

http://www.hpe.com/jp/hpalert
http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts
http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.hpe.com/info/reach
http://www.hpe.com/info/ecodata
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社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などのHewlett Packard Enterprise の環境に関する情報につい
ては、次を参照してください。http://www.hpe.com/info/environment 

ドキュメントに関するご意見、ご指摘 
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメントを
改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございましたら、ドキュメ

ントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電子メールには、ドキュメントの
タイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載ください。オンラインヘ

ルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの版数、およびご利用規約ペー

ジに記載されている刊行日もお知らせください。 

 

http://www.hpe.com/info/environment
mailto:docsfeedback@hpe.com
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頭字語と略語 

AC 
alternating current。交流 

 

BOOTP 
Bootstrap Protocol 

 

CAC 
Common Access Card 

 

CRC 
cyclic redundant checks。冗長巡回検査 

 

EID 
Electronic Identification Number。電子ID番号 

 

G2 
Generation 2 

 

GNOME 
GNU Network Object Model Environment 

 

HPE SIM 
HPE Systems Insight Manager 

 

IA 
interface adapter。インターフェイスアダプター 

 

ID 
identification 

 

KVM 
keyboard, video, and mouse。 キーボード、ビデオ、およびマウス 

 

LDAP 
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP） 

 

OBWI 
On-board Web Interface。オンボードWebインターフェイス 
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OSD 
on-screen display。 オンスクリーンメニュー 

 

RPM 
Red Hat Package Manager 

 

SIM 
Systems Insight Manager 

 

SLES 
SUSE Linux Enterprise Server 

 

SSH 
Secure Shell。セキュアシェル 

 

TFTP 
Trivial File Transfer Protocol 

 

USB 
universal serial bus。ユニバーサルシリアルバス 

 

UTP 
Unshielded Twisted Pair。非シールドツイストペア 
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