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開始する前に 

概要 
このガイドでは、資格のある担当者が Hewlett Packard Enterprise（HPE）キーボード、ビデオ、およびマウス（KVM）

コンソールスイッチをデータセンターのラックに取り付けて構成する方法について説明します。機器を操作する前にすべ

ての説明を読み、このガイドを保管して後で参照できるようにしてください。 
 

安全に使用していただくために 
Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts）にある

『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の規定に関するご注意』を

参照してください。また、このデバイスに固有の安全上の注意事項を守ってください。 

警告：感電または装置の損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。 
• 電源のアース用プラグは常に取り付けてください。アース用プラグは安全上必要です。 

• 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。 

 
ラックマウントの安全上の留意事項：この製品を機器ラックにマウントする場合は、この製品の安全な取り付けと使用

のために以下の留意事項が適用されます。 

• 周囲温度の上昇：ドアを閉じたラックアセンブリへの取り付けでは、ラック環境の動作温度が室温を超えること

があります。この製品の定格動作温度を超えないように注意してください。 
• エアフローの減少：ラックへの装置の取り付けは、装置の安全な運用に必要なエアフローの量が損なわれないよ

うに行う必要があります。 
• 機械的ロード：ラックに装置をマウントする際は、機械的に不均等なロードによって、危険な状態が発生しない

ようにする必要があります。 
• 回路の過負荷：装置の供給回路への接続について検討してください。また、回路が過負荷状態になったときに過

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。装置の銘板に記載されている最大電流の定格を考慮

してください。 
• 信頼性の高いアース接続：ラックマウント型の装置は、必ず、信頼できる方法でアースしてください。分岐回路

に直接接続する以外の方法を使用する場合（延長コードを使用する場合など）は、特に注意を払ってください。 
• リアパネルが下向きにならないように製品を取り付けてください。製品は、1U構成でラックにマウントできます。 
• 電源または製品から電源コードを抜き、接続を解除します。 

• この装置の本体パネル内にはユーザーが修理できる部品はありません。製品のカバーを開いたり外したりしないで

ください。 

注記：3 相 AC 電源を構築する場合は、フェーズが関連するビデオやキーボードの潜在的な問題を回避するために、コン

ピューターとモニターが同じフェーズにあることを確認してください。 

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts


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） 

 

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 - サーバーごと、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 接続 
o シリアル接続 
o HPE BladeSystem 接続 

• UTP CAT 5 以降のケーブル 
 

 

  



製品の概要 

 

HPE KVM コンソールスイッチは、キーボード、ビデオ、およびマウスコンソールスイッチで、データセンターサーバー

への柔軟な一元ローカルアクセスを提供します。 

機能 
HPE KVM は、以下の機能を提供します。 

• KVM ケーブル容量の削減 — より効果的なエアフローを提供しながら、インターフェイスアダプターと単一の業

界標準非シールドツイストペア（UTP）ケーブル接続を利用します。 
• 接続の持続機能の提供 — ターゲットデバイスから直接電源を得ているインターフェイスアダプターをサポート

します。コンソールスイッチに電源が入っていない場合にこの機能を提供します。 
• デバイスへの直接接続機能 — PS/2 および USB インターフェイスアダプターにより、デバイスへの接続が可能に

なります。 
• データセンターに容量を柔軟に追加可能 — 8～16 個のターゲットデバイスポートを利用することにより、イン

ターフェイスアダプターを介して追加のコンソールスイッチを接続できます。 
• 仮想メディアとスマートカードのサポート — リーダーを USB ポートに直接接続できます。 
• 2 階層の拡張 — プライマリコンソールスイッチ上の各ターゲットデバイスポートからの第一階層の追加コンソー

ルスイッチにより、1 つのシステムで最大 256 のサーバーに接続できます。 
• ローカル管理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（UI）、または画面

上の表示（OSD）を使用して、コンソールスイッチを特定のアプリケーションに合わせて調整します。 
• リモートアクセスサポート — 1 人のユーザーが KVM オンボード Web インターフェイス（OBWI）をリモートで

管理できます。 
• ローカルビデオスケーリング — 最大ピクセル解像度 1600 x 1200 または 1680 x 1050（ワイドウィンドウ）でビ

デオ信号をデジタル化します。 
 

KVM コンソールスイッチモデル 
このドキュメントで説明されている HPE KVM モデルの詳細。 

KVM モデル 説明 詳細 

Q1P54A HPE 1X1X8 G4 KVM IP コンソールスイッチ 
8 つのデジタル出力接続のある 1 つのローカルインターフェイ

スを使用した単一コンソール管理。 

Q1P55A HPE 1X2X16 G4 KVM IP コンソールスイッチ 
16 のデジタル出力接続のある 2 つのローカルインターフェイ

スを使用した単一コンソール管理。 

 

 



コンソールスイッチのコンポーネント 
Q1P54A – HPE 1X1X8 G4 KVM IP コンソールスイッチ 

 

番号 説明 番号 説明 
1 電源コードコネクター 6 サーバー接続ポート 1～8 

2 ファン 7 コンソールポートの USB ポート 

3 システムヘルス LED 8 DIAG ポート 

4 RJ-45 タイヤリングポート 9 LAN ポート 

5 コンソールポートビデオコネクター   

 
Q1P55A – HPE 1X1X16 G4 KVM IP コンソールスイッチ — Q1P55A 

 

番号 説明 番号 説明 
1 電源コードコネクター 7 サーバー接続ポート 1～8 

2 ファン 8 サーバー接続ポート 9～16 

3 システムヘルス LED 9 コンソールポートの USB ポート 

4 RJ-45 タイヤリングポート 10 コンソールポートの USB ポート 

5 コンソールポート A ビデオコネクター 11 DIAG ポート 

6 コンソールポート B ビデオコネクター 12 LAN ポート 

 

インターフェイスアダプター（IA）モデル 
このドキュメントで説明されている HPE IA モデルの詳細。 

KVM モデル 説明 詳細 

Q5T66A HPE KVM SFF USB アダプター 小型フォームファクターUSB インターフェイスアダプター 

Q5T67A HPE 8 PK KVM SFF USB アダプター 
小型フォームファクターUSB インターフェイスアダプター — 
8 パック 



KVM のインストール 

警告：安全な使用のために、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。 

 
KVM 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、KVM コンソールスイッチを電源に

接続し、ユニットの電源を入れます。システムヘルス LED が数秒後に点灯します。システムヘルス LED が点灯しない場

合は、電源が入っていること、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。 
 
マウント手順としては、標準マウント、1U マウント、サイドマウントがサポートされています。 

標準マウント 
1. コンソールスイッチの各側面から 2 本ずつ、計 4 本のネジを取り外します。 
2. 取り外したネジ 4 本を使用して、短い 1U ブラケットをコンソールスイッチに取り付けます。 

 
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。 
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 2 本ずつ、計 4 本のネジを取り外します。 
2. 短い 1U ブラケットをコンソールスイッチに取り付けます。 

 

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 2 本ずつ、計 4 本のネジを取り外します。 
2. 取り外したネジ 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。 

 
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。 

 



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。 

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。 

 
 

 

  



インターフェイスアダプターの取り付け 

IA の統合 
KVM コンソールスイッチシステムを正常に動作させるには、IA（別売）が必要です。IA は、UTP CAT5 以降のケーブル

を使用して KVM コンソールスイッチに接続します。IA は、サーバーのキーボード、ビデオ、およびマウスのインター

フェイスに接続します。 

IA の接続 
IA を接続するには、以下の手順に従ってください。 

1. KVM コンソールスイッチのサーバー接続ポートに UTP CAT5 以降のケーブルを接続します。 
2. ケーブルの一方の端を、IA の RJ-45 コネクターに接続します。 
3. IA を、サーバーの該当コネクターに接続します。 
4. 必要な場合は、これらの手順を繰り返してこのシステムに追加のサーバーを接続します。 

次の図は、IA 接続の KVM コンソールスイッチシステムの 1 つの構成を示しています。 

 

番号 説明 
1 サーバー 

2 コンソールスイッチ 

3 USB IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コンソールスイッチハードウェアの基本構成 

次の図は、16 ポート KVM コンソールスイッチ（Q1P55A）を利用する基本構成の例を示しています。 

 
 
 
番号 説明 番号 説明 
1 コンソールスイッチ（図は 16 ポートモデル） 7 カスケード接続 

2 電源コード 
8 仮想メディアまたはキーボード/マウス —  

USB 接続 

3 アナログユーザー（2） 9 ターゲットデバイスポート 

4 デジタルユーザー 10 インターフェイスアダプター 

5 LAN/ネットワーク 11 サーバー/ターゲットデバイス 

6 DIAG コンソールポート   
 

注記：KVMコンソールスイッチは、他の HPE KVMのカスケード接続ポートを経由した別の KVMアプライアンスへの接続

をサポートしています。



ネットワークインストール 

コンソールスイッチは、Ethernet を介したコミュニケーションに TCP/IP を使用します。システム性能を最大限に高めるに

は、専用の、スイッチ付き 10/100/1000 Ethernetネットワークを使用してください。 

コンソールスイッチシステムの管理には、端末ソフトウェア、OSD インターフェイス、または OBWI を使用できます。

OBWI は、単一のコンソールスイッチとその接続を管理します。KVM とシリアルスイッチタスクは、OBWI または

DSView 管理ソフトウェアを使用して実行できます。 

注記：各コンソールスイッチのファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。 
 

ネットワークのセットアップ 
 
KVM コンソールスイッチでは、IP アドレスを使用してコンソールスイッチおよび接続デバイスを一意に識別します。コン

ソールスイッチは、動的ホスト構成プロトコル（DHCP）と静的 IP アドレスの両方をサポートしています。各コンソールス

イッチ用の IP アドレスが予約されていること、およびコンソールスイッチがネットワークに接続されている間は各 IP アドレ

スが静的であることを確認してください。 

 

キーボード 
 

USB キーボードとマウスは、KVM コンソールスイッチのローカルポートに接続することができます。また、コンソール

スイッチはそれぞれ複数のキーボードおよびマウスの使用をサポートしています。ただし、同時に複数の入力デバイスを

使用すると、予期しない結果を招く可能性があります。 

 

クイックセットアップガイド： 
1. KVMコンソールスイッチを開梱し、すべてのコンポーネントが揃っており、良好な状態であることを確認します。 

2. コンソールスイッチハードウェアを取り付け、各ターゲットデバイスまたはカスケード接続されたコンソール

スイッチにインターフェイスアダプターを接続します。CAT5 ケーブルによって各インターフェイスアダプ

ターをコンソールスイッチに接続し、キーボード、モニター、およびマウスコネクターをコンソールスイッチ

のポートに接続します。 

3. ローカルポート周辺機器をコンソールスイッチのバックパネルにある適切なポートに接続し、ネットワーク構

成をセットアップします。IP アドレスはここで設定できます。静的な IP アドレスを使用することをお勧めし

ます。 

4. ローカルポート接続については、OSDインターフェイスまたは OBWIを使用してすべてのデバイス名を入力します。 

コンソールスイッチを接続してオンにするには、以下の手順に従ってください。 
1. VGA モニター、USB キーボード、およびマウスケーブルを適切なラべルの付いたポートに接続します。 
2. UTP ケーブルの一端を使用可能な番号付きポートに接続します。もう一端をインターフェイスアダプターの

RJ45 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デバイスの背面にある適切なポートに接続します。接続するすべてのデバイスに

ついて手順 2～3 を繰り返します。 



4. ユーザー提供の UTP ケーブルを Ethernet ネットワークからコンソールスイッチの背面にある LAN ポートに接

続します。ネットワークユーザーはこのポートを介してコンソールスイッチにアクセスします。 
5. 電源をコンソールスイッチに接続します。 
6. （オプション）仮想メディアまたはスマートカードリーダーをコンソールスイッチの任意の USB ポートに接続

します。 

注記：すべての仮想メディアセッションには、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する必要があり

ます。 
 

KVM へのサーバーの接続 
 
インターフェイスアダプターを各デバイスに接続するには、以下の手順に従ってください。 
注記：デバイスをカスケード接続する場合は、実際のユーザーに最も近いコンソールスイッチがプライマリ KVM コンソー

ルスイッチとなります。 
 

1. KVM コンソールスイッチのインターフェイスアダプターを特定します。 
2. インターフェイスアダプター上の RJ45 コネクターに CAT5 ケーブルの一端を接続し、IA からコンソールスイッチへ

と配線します。 
3. CAT5 ケーブルのもう一端をコンソールスイッチの背面にある目的のターゲットポートに接続します。 
4. 接続するすべてのデバイスについて手順 2～4を繰り返します。 

 
注記：作業を行う前はコンソールスイッチをオフにしてください。必ず電源コードを電源から抜いておきます。 

 

 
 



番号 説明 

1 CAT5 

2 USB 接続 

3 VGA 接続 

 

カスケード接続されたコンソールスイッチの追加 
 
コンソールスイッチは 2 レベルまでカスケード接続できるため、最大 256 台のデバイスにコンソールスイッチを接続でき

ます。カスケード接続されたシステムでは、メインコンソールスイッチ上の各ターゲットデバイスポートは、カスケード

接続された各コンソールスイッチ上の ACI ポートに接続します。カスケード接続された各コンソールスイッチは、その

後、インターフェイスアダプターを使用してデバイスに接続できます。 

複数のコンソールスイッチをカスケード接続するには、以下の手順に従ってください。 
1. UTP ケーブルの一端をコンソールスイッチのターゲットデバイスポートの 1 つに接続します。 
2. UTPケーブルのもう一端をカスケード接続されたコンソールスイッチの背面にあるターゲットデバイスポート

に接続します。 
3. ターゲットデバイスをカスケード接続されたコンソールスイッチに接続します。 
4. システムに接続する、カスケード接続されたすべてのコンソールスイッチについてこれらの手順を繰り返します。 

 
注記：システムは 2 つのコンソールスイッチを自動的に「マージ」します。カスケード接続されたコンソールスイッチに

接続されているすべてのコンソールスイッチは、ローカル UIのメインスイッチリストに表示されます。 
 
注記：コンソールスイッチは、メインコンソールスイッチのデバイスポートごとにカスケード接続されたコンソールス

イッチを 1 つサポートしています。カスケード接続されたコンソールスイッチにコンソールスイッチを接続することはで

きません。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

番号 説明 

1 ローカルユーザー 

2 ターゲットポート 

3 UTP 接続 

4 カスケード接続ポート 

 
 



 

KVM コンソールスイッチの構成 
 
すべての物理接続を行ったら、システム全体で使用するためにコンソールスイッチを構成する必要があります。これは

シリアルインターフェイス、OBWI、OSD インターフェイス、または DSView 管理ソフトウェアを使用して行うことが

できます。 
 

内蔵 Web サーバーの設定 
 
OBWIを使用してコンソールスイッチにアクセスする前に、コンソールスイッチのバックパネルの DIAGポート、あるい

はローカルユーザーインターフェイスまたは OSD を介して IP アドレスを指定する必要があります。 
 

ファイアウォール経由での OBWI への接続 
 
アクセスに OBWIを使用するコンソールスイッチの設置では、外部アクセスが必要な場合に、ファイアウォールで次のポー

トが開いている必要があります。次の表を参照してください。 
 

ポート番号 機能 

TCP 80 ビデオビューアーの初期ダウンロードに使用します。アプライアンス管理者はこの値を変更できます。 

TCP 443 
コンソールスイッチの管理と KVM 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で使用します。アプライアンス

管理者はこの値を変更できます。 

TCP 2068 コンソールスイッチでの KVM セッションデータ（マウスとキーボード）の転送またはビデオの転送 

TCP/UDP 3211 検出 

 
以下の図と表は、コンピューターがファイアウォールの外側にあり、コンソールスイッチがファイアウォールの内側に

ある典型的な構成を示しています。 

 

 
 

 



 

番号 説明 

1 コンソールスイッチ 

2 ファイアウォール 

3 コンピューター 

4 ファイアウォールは HTTP 要求と KVM トラフィックをスイッチへフォワードする 

5 ファイアウォールの外側の IP アドレスへの接続 

 
ファイアウォールを設定するには、次のように操作します。 
 

ファイアウォールの外側のコンソールスイッチにアクセスするには、外部インターフェイスからファイアウォールの内部イ

ンターフェイスを介して KVM コンソールスイッチにポート 80 と 443 をフォワードするようにファイアウォールを構成する

必要があります。特定のポートフォワード手順については、ファイアウォールのマニュアルを参照してください。 
 

注記：ポート 80と 443は、管理者が再構成できます。ポートの変更を反映するには、再起動が必要です。 

電源ステータスの確認 
 

KVM コンソールスイッチの電源は 1 つです。コンソールスイッチがオンになり正常に動作しているときは LED が点灯

します。 
 

ターゲットデバイスでのマウス設定の調整 
 
コンソールスイッチに接続しているコンピューターをリモートユーザー制御に使用するには、モジュール同期化（詳細

は「マウス設定」を参照）を有効にするか、ターゲットマウスの速度を設定してマウス移動感度をオフにする必要があ

ります。Microsoft® Windows®（Windows NT®、2000、XP、または Server 2003）を搭載しているマシンの場合は、 
デフォルトの USB マウスドライバーを使用します。 
 

ローカルマウスの動作とリモートカーソル表示の同期状態を維持するには、KVM コンソールスイッチを介してリモートシス

テムにアクセスするすべてのユーザーアカウントに対してマウスの加速設定をなしに設定する必要があります。マウスの加

速設定は、各リモートシステムに対してもなしに設定する必要があります。特殊なカーソルは使用せず、ポインターの軌跡

表示、Ctrlキーによるカーソル位置のアニメーション表示、カーソルシャドウイング、およびカーソルの非表示などのカーソ

ルの表示オプションもオフにする必要があります。 
 

注記：Windows オペレーティングシステム内からマウスの加速設定を無効にできない場合や、一部のターゲットデバイス

の設定のみを調整したい場合は、[ビデオビューアー]ウィンドウで[ツール] - [シングルカーソルモード]コマンドを使用でき

ます。このコマンドでは、[ビデオビューアー]ウィンドウが「マウス非表示」モードになるため、表示しているデバイス

システム上のマウスポインターとクライアントコンピューター上のマウスポインターのコントロールを手動で切り替える

ことができます。 



 

ローカル OSD ユーザーインターフェイス 

[メイン]ダイアログボックスの機能 
OSD インターフェイスの[メイン]ダイアログボックスにアクセスするには、以下の手順に従ってください。 
 

1. Print Screen を押して、OSD インターフェイスを起動します。[メイン]ダイアログボックスが表示されます。 
-または- 
1 秒以内に Alt キー、Shift キー、または Ctrl キーを押して OSD を起動します。（Print Scrn があれば、この

キーシーケンスを使用してください。） 
 

注記：OSD パスワードが有効な場合は、OSD インターフェイスを起動する前にパスワードを入力するよう求めら

れます。 
 

ポートとデバイスの表示と選択 
 
OSD の[メイン]ダイアログボックスを使用して、コンソールスイッチシステム内のターゲットデバイスを構成および

制御します。名前、ポート、または各インターフェイスアダプターに組み込まれている一意の EID 別にデバイスを表

示します。 
 

次の図では、[ポート]列にデバイスの接続先のターゲットデバイスポートが示されています。メインコンソールスイッ

チからコンソールスイッチをカスケード接続して別の階層が作成された場合、そのコンソールスイッチのターゲット

デバイスポートが最初にリストされ、デバイスの接続先のコンソールスイッチポートがその次に続きます。次の図

は、OSD インターフェイスの[メイン]ダイアログボックスを示しています。 
 

 

  
 



 

ボタン 機能 

ナマエ デバイスの名前 

EID モジュール内で一意の EID 

ポート デバイスの接続先のポート 

クリア すべてのオフラインのインターフェイスアダプターをクリアします。 

セツゾクカイジョ KVM セッションを切断します。 

セッテイ [セッテイ]ダイアログボックスにアクセスし、OSD インターフェイスを構成します。 

コマンド [コマンド]ダイアログボックスにアクセスできます。 

VMedia 仮想メディア接続を制御します。 

 
コンソールスイッチシステムのステータスの表示 
 
システム内のデバイスのステータスは、[メイン]ダイアログボックスの右の列に表示されます。次の表では、ステータスを示

す記号について説明します。 
 

記号 説明 

 
（緑色の丸）デバイスが接続され、オンになっており、インターフェイスアダプターはオンラインです。 

 
接続デバイスはオフになっているか正しく作動しておらず、インターフェイスアダプターはオフラインです。 

 
接続されたコンソールスイッチはオンラインです。 

 
接続されたコンソールスイッチはオフラインか、正しく作動していません。 

 

（黄色の丸）指定されたインターフェイスアダプターはアップグレード中です。この記号が表示されたら、コンソールスイッチま

たは接続デバイスの電源を入れ直したり、インターフェイスアダプターの接続を切断したりしないでください。これらの動作を

行うと、モジュールが永久的に操作不能になり、修理のためにインターフェイスアダプターを工場に返却することが必要になる

場合があります。 

 
（緑色の文字）表示されたユーザーチャネルによってインターフェイスアダプターがアクセスされています。 

 
（黒色の文字）表示されたユーザーチャネルによってインターフェイスアダプターがブロックされています。 

 
（赤色の文字）スマートカードのサポートを利用できます。 

 



 

ターゲットデバイスの選択 
 

[メイン]ダイアログボックスで特定のターゲットデバイスを選択します。ターゲットデバイスを選択すると、コンソール

スイッチによってそのターゲットデバイスの設定に合わせて KVM が再構成されます。 
 
 ターゲットデバイスを選択するには、以下の手順に従ってください。 

• デバイス名、EID、またはポートをダブルクリックします。上向きまたは下向きの矢印キーを使用してサー

バーをハイライト表示し、Enter キーを押します。 
または 

• リストがポート順に表示されている場合は（[ポート]ボタンを押した状態）、ポート番号を入力して Enter
キーを押します。 

または 
• リストが名前順または EID 番号順に表示されている場合は（[ナマエ]ボタンまたは[EID]ボタンを押した状

態）、デバイス名または EID 番号を区別できる最初の数文字を入力して、Enter キーを押します。 
 

 前のデバイスを選択するには、次の手順に従ってください。 

• Print Screen、Backspace の順に押します。このキーの組み合わせで、前の接続と現在の接続を切り替え

ます。 

 デバイスから切断するには、以下の手順に従ってください。 

• Print Screen、Alt + 0（ゼロ）の順に押します。これにより、どのデバイスも選択されていない未使用の状態

になります。デスクトップ上のステータスフラグには「Free」と表示されます。 

 

ソフトスイッチ 
 
ソフトスイッチは、ホットキーを使用してターゲットデバイスを切り替える機能です。Print Screen を押して、ター

ゲットデバイスの名前または番号の最初の数文字を入力することで、デバイスをソフトスイッチすることができま

す。OSD インターフェイスで[画面の遅延時間]が設定されている場合は、その時間が経過する前にこのキーシーケン

スを押すと、OSD インターフェイスは表示されません。 
 
デバイスにソフトスイッチするには、次の手順に従ってください。 

• Print Screen を押し、ポート番号、およびデバイス名を区別できる最初の数文字を入力してから、Enter キー

を押します。 
 

前のデバイスに切り替えるには、次の手順に従ってください。 
• Print Screen、Backspace の順に押します。 

 

 



 

OSD インターフェイスの操作 
 

次の表は、キーボードとマウスを使用して OSDインターフェイスを操作する方法について説明しています。 
 

キーストローク 機能 
Print Screen 
Ctrl + Ctrl 
Shift + Shift 

および/または 
Alt + Alt 

OSD インターフェイスのアクティベーションシーケンス。デフォルトでは、Print Screen および Ctrl + Ctrl が OSD インター

フェイスアクティベーションオプションとして設定されます。 

Shift + Shift および Alt + Alt は、使用前に OSD インターフェイス内で設定する必要があります。 

F1 現在のダイアログボックスのヘルプウィンドウを開きます。 

Esc 

変更を保存せずに現在のダイアログボックスを閉じ、1つ前のダイアログボックスに戻ります。[メイン]ダイアログボックスが

表示されている場合、Escape キーを押すと、OSD インターフェイスが閉じられ、ステータスフラグが有効な場合はそれが表

示されます。メッセージボックスで Escape キーを押すと、ポップアップボックスが閉じられ、現在のダイアログボックスに

戻ります。 

Alt 
下線付き、または指定の文字とともに使用すると、ダイアログボックスを開き、オプションを選択またはチェックし、アク

ションを実行します。 

Alt + X 現在のダイアログボックスを閉じ、前のダイアログボックスに戻ります。 

Alt + O [OK]ボタンを選択し、前のダイアログボックスに戻ります。 

Enter [メイン]ダイアログボックスのコンソールスイッチ操作を完了し、OSD インターフェイスを終了します。 

シングルクリック 

Enter 
テキストボックスで、エントリをシングルクリックして Enter キーを押すと、編集するテキストが選択され、左右の矢印キー

でカーソルを移動できます。もう一度 Enter キーを押すと、編集モードが終了します。 

Print Screen 
Backspace 前の選択項目に戻ります。 

Print Screen 
Pause 

ただちにスクリーンセーバーモードをオンにして、その特定コンソールへのアクセスを防止します（パスワードで保護されて

いる場合）。 

上向きまたは下向き 
矢印キー 

カーソルをリストの行間で上下に移動します。 

右向きまたは左向き 
矢印キー 

カーソルを列間で左右に移動します。テキストボックスの編集中は、これらのキーは列内でカーソルを移動します。 

Page Up または
Page 
Down 

名前ページ、ポートページ、およびヘルプページ間で上下に移動します。 

Home または End リストの先頭や末尾にカーソルを移動します。 

Backspace テキストボックス内で文字を消去します。 

 

ローカル仮想メディアの接続 
 

仮想メディアは、USB ポートを使用してコンソールスイッチに直接接続できます。 
 

注記：すべての USB ポートは、1 つの仮想メディアセッションに割り当てられているため、独立してマッピングすること

はできません。 
 
ローカル仮想メディアのセッションを開始するには、次の手順を実行してください。 

1. Print Screen を押して OSD インターフェイスを起動し、[メイン]ウィンドウを開きます。 
2. 仮想メディアセッションの確立に使用するターゲットデバイスに接続します。 
3. 矢印キーを使ってターゲットデバイス名をハイライト表示し、Enter キーを押します。 
4. Print Screen を押して、OSD インターフェイスをもう一度起動します。[仮想メディア]ウィンドウが表示され

ます。 



 

5. 次のチェックボックスの 1 つ以上を選択します。 
• ロック — このチェックボックスを選択すると、ユーザーがデバイスから切断されたときに、仮想メディ

アも切断されます。 
• リザーブ — このチェックボックスを選択すると、仮想メディア接続にアクセスできるのは現在のユーザー名の

みとなり、他のユーザーはそのデバイスに接続できなくなります。[ロック]と[リザーブ]の両方が選択されてい

る場合、セッションは予約済みになります。 
• CD ROM — このチェックボックスを選択すると、デバイスへの仮想メディア CD 接続が確立されます。

接続を終了するには、このチェックボックスをクリアします。 
• ダイヨウリョウ ストレージ — このチェックボックスを選択すると、デバイスへの仮想メディアの大容量

記憶装置接続が確立されます。接続を終了するには、このチェックボックスをクリアします。 
• カキコミ アクセス — このチェックボックスを選択すると、接続デバイスが仮想メディアセッション中にデー

タを仮想メディアに書き込むことができます。仮想メディアセッション中は、読み取りアクセスは常に有効

です。 
6. [OK]をクリックします。 

 

[セッテイ]ダイアログボックスの構成 
 
OSD 内の[セッテイ]ダイアログボックスから、サーバーの KVM コンソールスイッチを構成し、日常的なタスクを管理で

きます。コンソールスイッチを最初にセットアップする際に、[ナマエ]ボタンを選択して、ターゲットデバイスを一意の

名前で識別します。ターゲットデバイスの日常のタスクを管理するために、OSD インターフェイスメニューから他の

セットアップ機能を選択します。次の表は、[セッテイ]ダイアログボックスの各ボタンを使用してアクセスできる機能を

リストしています。 
 

OSD インターフェイスの[セッテイ]ダイアログボックスにアクセスするには、[メイン]ダイアログボックスの[セッテイ]をク

リックします。 
 

機能 目的 

メニュー 

ポート番号や EID 番号順に並べ替えたり、名前をアルファベット順に並べ替えることによって、[メイン]ダイアログボックスのリス

トのソートオプションを変更します。 
Print Screen を押してから OSD インターフェイスが表示されるまでの画面遅延時間を変更します。また、OSD インターフェイスア

クティベーションシーケンスの呼び出し方法も変更できます。 

セキュリティ パスワードを設定してアクセスを保護または制限するか、スクリーンセーバーを有効にします。 

デバイス カスケード接続されたコンソールスイッチのポートの適切な数を指定します。 

ナマエ 一意の名前でデバイスを識別します。 

キーボード USB デバイスのキーボードの国別コードを設定します。 

ブロードキャ

スト 
セットアップして、キーボードとマウスの操作によって同時に複数のデバイスを制御します。 

スイッチ 
コンソールスイッチによってローカルポート接続を管理する方法を変更します。ローカル制御モードとローカル共有モード間で切り

替えます。 

ネットワーク ネットワーク速度、伝送モード、および構成を選択します。 

スキャン 複数のデバイスのカスタムスキャンパターンをセットアップします。 

VMedia 仮想メディアセッション中にコンソールスイッチの動作を設定します。 

 



 

表示動作の変更 
 

[メニュー]ダイアログボックスから、サーバーの表示順序、KVM コンソールスイッチの接続モード、および Print Scrn
キーを押してから OSDを表示するまでの遅延時間を変更できます。表示順の設定によって、[メイン]、[デバイス]、およ

び[ブロードキャスト]ダイアログボックスなどの画面でのサーバーの表示方法が変更されます。 
 
OSDインターフェイスにアクセスするには、以下の手順に従ってください。 

1. [メイン]ダイアログボックスで[セッテイ]、[メニュー]の順に選択して、OSD インターフェイスを有効にします。

[メニュー]ダイアログボックスが表示されます。 
 
ターゲットデバイスの表示順序を選択するには、以下の手順に従ってください。 

1. [ナマエ]を選択して、名前のアルファベット順にターゲットデバイスを表示します。 
または 
[EID]を選択して EID 番号順にターゲットデバイスを表示します。 
または 
[ポート]を選択してポート番号順にターゲットデバイスを表示します。 

2. [OK]をクリックして設定を保存します。 
または 
[X]をクリックして終了するか、Esc キーを押して設定を保存せずに終了します。 

 

OSD の呼び出し方法を変更するには、以下の手順に従ってください。 
1. リストされている方法の横にあるチェックボックスを選択します。 
2. [OK]をクリックします。 

 
OSD インターフェイスの画面遅延時間を設定するには、以下の手順に従ってください。 

OSD を表示するまでの遅延時間を設定すると、OSD を表示せずにソフトスイッチを実行できます。OSD を表示す

るまでの遅延時間は 0～9 秒の間で変更できますが、デフォルト（0）のままにしておくことを強くお勧めします。 
 

1. [メイン]ダイアログボックスで、Print Screen を押してから OSD インターフェイスが表示されるまでの遅延時間の秒

数（0～9）を入力します。0を入力すると、OSDインターフェイスはただちに起動されます。 
2. [OK]をクリックして設定を保存します。 

または 
[X]をクリックして終了するか、Esc キーを押して設定を保存せずに終了します。 
 

ステータスフラグの制御 
 

ステータスフラグはデスクトップに表示され、選択したターゲットデバイスの[ナマエ]や[EID]番号または選択したポートのス

テータスを表示します。フラグを構成してターゲットデバイス名や EID 番号順に表示したり、フラグの色、不透明度、表示

時間、およびデスクトップ上の位置を変更するには、[フラグ]ダイアログボックスを使用します。 
 
OSD インターフェイスの[フラグ]ダイアログボックスにアクセスするには、以下の手順に従ってください。 

1. OSD インターフェイスを有効にし、[セッテイ]、[フラグ]の順にクリックして、[フラグ]ダイアログボックスを

開きます。 
 
ステータスフラグの表示方法を決定するには、以下の手順に従ってください。 

1. [ナマエ]または[EID]を選択して、表示する情報を決定します。以下のインターフェイスのステータスフラグ

が使用可能です。 
• フラグの説明 
• 名前順のフラグタイプ 
• EID 番号順のフラグタイプ 
• ユーザーがすべてのシステムから切断されていることを示すフラグ 



 

2. [ヒョウジ]を選択して、フラグ表示を有効にします。スイッチの実行後、別のデバイスに切り替えるまでフラ

グはウィンドウに表示されます。[ジカンセイゲン]を選択すると、スイッチの実行後に 5 秒間だけフラグが表

示されます。 
3. [ヒョウジショク]でフラグの色を選択します。以下のフラグの色を使用できます。 
4. [ヒョウジ モード]で、フラグを不透明にする[フトウメイ]またはフラグからデスクトップが透けて見えるよう

にする[トウメイ]を選択します。 
5. デスクトップにステータスフラグを配置するには、以下の手順に従ってください。 

a. [イチ セッテイ]をクリックして、[イチ セッテイ]ウィンドウにアクセスします。 
b. タイトルバーで左ボタンをクリックして、希望の位置にドラッグします。 
c. 右ボタンをクリックして、[フラグ]ダイアログボックスに戻ります。 

注記：フラグの位置に加えられた変更は、[フラグ]ダイアログボックスの[OK]をクリックするまで保存されません。 
 

6. [OK]をクリックして設定を保存します。 
または 
[X]をクリックして、変更を保存せずに終了します。 

 

キーボードの国別コードの設定 
 

注記：コンソールスイッチのファームウェアとは異なる言語に対応するキーボードコードを使用すると、キーボードが不

適切にマッピングされる原因となります。 
 

デフォルトでは、コンソールスイッチは、デバイスに接続された USB モジュールに US キーボードの国別コードを送信

し、デバイスの電源投入時または再起動時にそのコードがデバイスに適用されます。その後、コードはインターフェイ

スアダプターに保存されます。US キーボードの国別コードを別の国のキーボードで使用すると、問題が発生する場合が

あります。 
 

たとえば、US キーボードの Z キーは、ドイツ語キーボードの Y キーと同じ位置にあります。[キーボード]ダイアログボッ

クスでは、デフォルトの US 設定とは異なるキーボードの国別コードを送信できます。指定した国別コードは、コンソール

スイッチに接続されているすべてのデバイスの電源投入時または再起動時にこれらのデバイスに送信され、新しいコードが

インターフェイスアダプターに保存されます。 
 

注記：インターフェイスアダプターを別のデバイスに移動した場合は、キーボードの国別コードをリセットする必要があ

ります。 
 

デバイスタイプの割り当て 
 
OSD インターフェイスの[デバイス]ダイアログボックスにアクセスするには、以下の手順に従ってください。 

1. OSD インターフェイスを有効にし、[セッテイ]、[デバイス]の順にクリックして[デバイス]ダイアログボックス

を開きます。 
 

注記：[ヘンコウ]ボタンは、構成可能なコンソールスイッチが選択されている場合にのみ使用できます。 
 

コンソールスイッチでカスケード接続されたコンソールスイッチが検出されると、そのコンソールスイッチの下の各デバ

イスを反映させるために、番号付けの形式はスイッチポートから[スイッチポート]-[スイッチポート]に変更されます。 

たとえば、コンソールスイッチをコンソールスイッチのポート 6 に接続している場合は、そのコンソールスイッチに接続し

ている各デバイスに連続した番号が付けられます。コンソールスイッチポート 6とコンソールスイッチポート 1 を使用する

デバイスは、06-01 となります。コンソールスイッチポート 6 とコンソールスイッチポート 2 を使用するデバイスは、 
06-02というようになります。 

 



 

デバイスタイプを割り当てるには、以下の手順に従ってください。 
 

1. [デバイス]ダイアログボックスで、希望のポート番号を選択します。 
2. [ヘンコウ]をクリックして、[デバイス ヘンコウ]ダイアログボックスを表示します。 
3. コンソールスイッチがサポートするポート数を選択し、[OK]をクリックします。 
4. デバイスタイプの割り当てが必要なポートごとに、手順 1～3を繰り返します。 

 

デバイス名の割り当て 
 

個々のデバイスをポート番号ではなく名前で識別するには、[ナマエ]ダイアログボックスを使用します。[ナマエ]リスト

は常にポート順にソートされます。各インターフェイスアダプターの表示を名前順または EID 番号順に切り替えること

ができるため、インターフェイスアダプター/デバイスを別のポートに移動しても、その名前と構成はコンソールスイッ

チで認識されます。 
 

注記：最初の接続では、ターゲットデバイスはそれがオンになるまでは、[ナマエ]リストに表示されません。最初の接続

が完了すると、ターゲットデバイスはオフの場合でも[ナマエ]リストに表示されます。 
 

OSD インターフェイスの[ナマエ]ダイアログボックスにアクセスするには、OSD インターフェイスを有効にして、[セッテ

イ]、[ナマエ]の順にクリックします。 
 

注記：コンソールスイッチで新しいインターフェイスアダプターが検出された場合、ウィンドウに表示されたリストは自

動的に更新されます。更新中、マウスカーソルは砂時計に変わります。リストの更新が完了するまで、マウスやキーボー

ドによる入力は適用されません。 
 
デバイスに名前を割り当てるには、以下の手順に従ってください。 

1. [ナマエ]ダイアログボックスで、デバイス名またはポート番号を選択して、[ヘンコウ]をクリックし、[ナマエ

ノ ヘンコウ]ダイアログボックスを表示します。 
2. [アタラシイ ナマエ]ボックスに名前を入力します。デバイス名には印刷可能なすべての文字を含めることができ

ます。 
3. [OK]をクリックして新しい名前を割り当てます。 
4. システム内の各デバイスについて手順 1～3を繰り返します。 
5. [ナマエ]ダイアログボックスで[OK]をクリックして、変更を保存します。 

または 
[X]をクリックするか Escape キーを押して、変更を保存せずにダイアログボックスを終了します。 

 

ネットワークの設定の構成 
 

[ネットワーク]ダイアログボックスを使用して、ネットワークの速度、伝送モード、およびネットワークの構成機能を設

定します。 
 
ネットワーク設定を変更するには、以下の手順に従ってください。 

1. OSD インターフェイスが開いていない場合は、Print Screen を押して、[メイン]ダイアログボックスを開き

ます。 
2. [セッテイ]、[ネットワーク]の順にクリックして、[ネットワーク]ダイアログボックスを開きます。 
3. 希望の変更を行い、[OK]をクリックして確定するか、[X]をクリックして保存せずに終了します。 

注記：ネットワーク設定を変更すると、コンソールスイッチが再起動します。 
4. [デバイス]ダイアログボックスの[OK]をクリックして設定を保存します。 

注記：[デバイス ヘンコウ]ダイアログボックスで[OK]をクリックするまでは、[デバイス ヘンコウ]と[ナマエノ ヘ
ンコウ]ダイアログボックスで行った変更はコンソールスイッチに保存されません。 

 

注記：インターフェイスアダプターに名前が割り当てられていない場合は、デフォルト名として EID が使用され

ます。 
 



 

[コマンド]ダイアログボックスの機能 
 

OSD インターフェイスの[コマンド]ダイアログボックスでは、コンソールスイッチシステムおよびユーザー接続の管理、ス

キャンモードの有効化、およびファームウェアの更新を行うことができます。 
 

機能 目的 

スキャン ユウコウカ 
ターゲットデバイスのスキャンを開始します。[セッテイ]ダイアログボックスで、スキャン対象のターゲットデバイスのリ

ストをセットアップします。デバイスのスキャンを有効にするには、[セッテイ] - [スキャンリスト]メニューで選択したター

ゲットデバイスが少なくとも 2 つ必要です。 

ユーザー ステータス ユーザーを表示したり、接続を切断したりします。 

IA ステータス インターフェイスアダプターのタイプごとに、現在使用可能なファームウェアを表示します。 

バージョンノ ヒョウジ 
コンソールスイッチのバージョン情報を表示するほか、個々のインターフェイスアダプターのファームウェアを表示および

アップグレードします。 

カンキョウセッテイノ 
ヒョウジ 

現在の構成パラメーターを表示します。 

デバイスノ リセット ローカルポートでキーボードとマウスの操作を再度確立します。 

 
OSD の[コマンド]ダイアログボックスにアクセスするには、以下の手順に従ってください。 

1. OSD インターフェイスを有効にし、[コマンド]をクリックしてダイアログボックスを開きます。 
 

スキャンモードの対象のターゲットデバイスの選択 
 

[スキャン]ダイアログボックスでは、ローカルユーザーはスキャンモード中に含めるデバイスと各デバイスの表示時間のカス

タムリストを定義できます。スキャンリストを作成しても、スキャンモードは開始されません。[コマンド]ダイアログボック

スの[スキャン ユウコウカ]チェックボックスを使用して、スキャンモードを有効にする必要があります。スキャンリストは

[メニュー]ダイアログボックスで設定した方法に従って表示されます。この表示方法は、[スキャン]ダイアログボックスで、

いずれかのボタンを選択して、名前順、EID 順、またはポート順の表示に変更できます。リストに含まれるデバイスで使用

不可のものは、スキップされます。ウォッチモードでは、競合するネットワークユーザーがデバイスへのパスをブロックし

ていない限り、そのデバイスが表示されます。ウォッチモードで競合が検出された場合（またはデバイスが使用不可の場

合）は、表示対象のデバイスはスキップされます。 
 
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. OSD インターフェイスを有効にし、[セッテイ]、[スキャン]の順にクリックして[スキャン]ダイアログボックス

を開きます。 
2. このダイアログボックスには、コンソールスイッチに接続されたすべてのデバイスのリストが含まれます。デバイ

スの右側のチェックボックスをクリックし、希望のエントリをダブルクリックするか、デバイスをハイライト表示

して、[ツイカ/サクジョ]ボタンをクリックして[スキャン]チェックボックスの設定を切り替えます。スキャンリスト

に含めるデバイスは最大 100台まで選択できます。 
 

注記：スキャンリストからすべてのデバイスを削除するには、[クリア]ボタンをクリックします。 
 

3. [ジカン]フィールドには、スキャン中に各デバイスを表示する秒数（3～255）を入力します。デフォルトはデ

バイスあたり 15 秒です。 
4. [OK]をクリックします。 

 

注記：[スキャン]ダイアログボックスでのデバイスの表示順序は、それらを選択した順序に基づきます。ループ中の 1
つのデバイスでの複数回スキャンはサポートされていません。スキャン時間はすべてのデバイスで同じである必要が

あります。 



 

スキャンモードの起動 
 
スキャンモードを開始するには、以下の手順に従ってください。 

1. OSD インターフェイスを有効にし、[コマンド]をクリックします。 
2. [コマンド]ダイアログボックスで[スキャン ユウコウカ]を選択します。 
3. スキャンが開始されたら、[X]をクリックして[コマンド]ダイアログボックスを閉じます。 

スキャンモードの停止 
 
スキャンモードを取り消すには、以下の手順に従ってください。 

1. OSD インターフェイスが開いている場合は、ターゲットデバイスを選択します。 
または 
マウスを動かすか、任意のキーを押します（OSD インターフェイスが開いていない場合）。現在選択されて

いるターゲットデバイスでスキャンが停止します。 
または 
[コマンド]ダイアログボックスで、[スキャン ユウコウカ]チェックボックスの選択を解除します。ローカルポートで

動作中のすべての接続が切断されます。 
 

ユーザー接続の表示と解除 
 

[ユーザー ステータス]ダイアログボックスを使用して、ユーザーを表示したり接続を解除したりすることができます。デ

バイスに接続中（ローカルまたはリモート）は常に、ユーザー名（U）とサーバー（S）が表示されます。ユーザーの接

続先のデバイス名か EID 番号のいずれかを表示できます。チャネルに現在接続しているユーザーがいない場合、ユーザー

名とデバイスのフィールドは空白になります。 
 

現在のユーザー接続を表示するには、OSDインターフェイスを有効にして、[コマンド] > [ユーザー ステータス]の順にクリッ

クして、[ユーザー ステータス]ダイアログボックスを表示します。 
 
ユーザーを接続解除するには、以下の手順に従ってください。 

1. [ユーザー ステータス]ダイアログボックスで、接続解除するユーザーに対応する文字をクリックします。 
2. [セツゾクカイジョ]ダイアログボックスで[セツゾクカイジョ]をクリックして、ユーザー接続を解除し、[ユー

ザー ステータス]ダイアログボックスに戻ります。 
または 
[X]をクリックするか、Escape キーを押して、ユーザーの接続を解除せずにダイアログボックスを終了します。 

 



 

バージョン情報の表示とファームウェアのアップグレード 
 

OSD インターフェイスでは、トラブルシューティングおよびサポートの目的で、コンソールスイッチファームウェア、お

よびコンソールスイッチに接続しているターゲットデバイスのバージョン番号を表示したり、パフォーマンスを最適化する

ためにファームウェアをアップグレードしたりすることができます。 
 
バージョン情報を表示し、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. OSD インターフェイスを有効にし、[コマンド]、[バージョンノ ヒョウジ]の順にクリックします。ボックスの

上半分に、コンソールスイッチ内のサブシステムのバージョンが表示されます。下半分には、現在の IP アド

レス、マスク、MAC、および EID が表示されます。 
2. ファームウェアをアップグレードするには、[アップグレード]をクリックしてから[OK]をクリックして、[ダウン

ロード]ボックスを開きます。FTP または TFTP デバイスの IP アドレスおよび関連情報の入力を求められます。 
3. [ダウンロード]をクリックします。ファームウェアをダウンロードしたら、[アップグレード]ダイアログボッ

クスが表示されます。 
4. [アップグレード]ボタンをクリックします。 
注記：アップグレードが完了するとコンソールスイッチが再起動されます。 

 
個々のインターフェイスアダプター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. [IA]ボタンをクリックし、個別のインターフェイスアダプターのバージョン情報を表示します。 
2. [IA]ボタンを選択して表示された[バージョン]ボタンをクリックします。 
3. [ファームウェアのロード]ボタンをクリックします。 
4. [OK]をクリックしてアップグレードを開始し、[ステータス]ダイアログボックスに戻ります。 
注記：アップグレード中、[メイン]ダイアログボックスのインターフェイスアダプターのステータスインジケーターは

黄色です。アップグレードの進行中は、インターフェイスアダプターは使用できません。アップグレードが始まる

と、デバイスへのインターフェイスアダプターを使用した現在の接続は終了します。 
 
複数のインターフェイスアダプターを同時に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. OSD インターフェイスを有効にし、[コマンド]、[IA ステータス]の順にクリックしてから、アップグレード対

象のインターフェイスアダプターを 1 つ以上クリックします。 
2. [アップグレード]をクリックします。 
注記：[IA ステータス]ダイアログボックスで[IA の自動更新を有効にする]オプションを有効にすると、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したときや、ファームウェアアップグレード後にコンソールスイッチ

ファームウェアで新しいインターフェイスアダプターが検出されたときに、インターフェイスアダプターのファーム

ウェアが自動的にアップグレードされます。ファームウェアアップグレード中、検出済みでもコンソールスイッチに

未接続のインターフェイスアダプターは、手動でアップグレードする必要があります。 
3. アップグレードを開始し、[IA ステータス]ダイアログボックスに戻るには、IA の[アップグレード]ダイアログ

ボックスで[OK]をクリックします。 
 
インターフェイスアダプターを工場出荷時のステータスに戻すには、以下の手順に従ってください。 

1. [バージョン]ダイアログボックスで[IA]をクリックします。 
2. インターフェイスアダプターを選択して、[使用停止]をクリックします。 
3. [OK]をクリックして工場出荷時のデフォルトを復元します。インターフェイスアダプターは一時的にオフラ

インになってから、再びオンラインになります。 
または 
[X]をクリックするか Escape を押して、操作を取り消します。 

4. [X]をクリックして[IA の選択]ダイアログボックスを閉じます。 



 

オンボード Web インターフェイス（OBWI）の 
使用  

コンソールスイッチの OBWI は、リモートの Web ブラウザーベースのユーザーインターフェイスです。次の表は、OBWI で
サポートされるオペレーティングシステムとブラウザーをリストしています。最新の Web ブラウザーを使用していることを

確認してください。 
 

 ブラウザー 

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

Firefox バージョン

10 以降  
Google Chrome 
バージョン 19 以降 

Microsoft Windows Server® 2003 Standard、 

Enterprise、または Web Edition 
対応 対応 対応 

Microsoft Windows XP Home Edition または 

Professional 
対応 対応 対応 

Microsoft Windows 7 または 8 対応 対応 対応 

Microsoft Windows Server® 2012 対応 対応 対応 

Microsoft Windows 2008 対応 対応 対応 

Red Hat Enterprise Linux® 5 および 6 非対応 対応 非対応 

Canonical Ubuntu 12.04 非対応 対応 非対応 

Sun Solaris® 10 および 11 非対応 対応 非対応 

Novell SUSE Linux Enterprise 10 および 11 非対応 対応 非対応 

Apple Mac OS X Tiber 10.4+ 非対応 対応 非対応 

 

KVM コンソールスイッチ 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。 
2. ブラウザーのアドレスフィールドに、アクセスするコンソールスイッチに割り当てられている IP アドレスまた

はホスト名を入力します。https://xxx.xx.xx.xx または https://hostname の形式を使用してください。 
注記：IPv6モードを使用する場合は、IPアドレスを角括弧で囲む必要があります。https://[<ipaddress-]の形式を使用し

てください。 
3. ブラウザーがコンソールスイッチにアクセスしたら、ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックし

ます。 
 

注記：デフォルトユーザー名は、Admin です。パスワードは不要です。。 
 

ファイアウォール外部からコンソールスイッチ OBWI にログインする場合も前述の手順を繰り返しますが、ファイアウォー

ル外部の IPアドレスを入力する必要があります。 
 

注記：コンソールスイッチは、PC にインストール済みの Java の検出を試みます。Java が検出されない場合は、

OBWI を使用するためにインストールする必要があります。さらに、JNLP ファイルを Java WebStart に関連付け

る必要があります。 
 

注記：OBWIを使用するには、Java Runtime Environment（JRE）バージョン 1.6.0_11以降を使用する必要があり

ます。 
 

注記：OBWIにいったんログインすると、ログアウトしたり、セッションが管理者によって指定されたアイドルタ

イムアウト時間を過ぎたりしない限り、新しいセッションの起動時にログインしなおす必要はありません。 
 



 

OBWI の使用 
 
認証が完了すると、ユーザーインターフェイスが表示されます。このユーザーインターフェイスでは、コンソールス

イッチの表示、アクセス、管理のほか、システム設定の指定やプロファイル設定の変更が可能です。次の図は、ユー

ザーインターフェイスの各ウィンドウエリアを示しています。ウィンドウの説明は、次の表に示されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 名前 説明 

1 上部のオプションバー
 上部のオプションバーを使って、テクニカルサポートへの連絡、ソフトウェアの一般情報の表示、

OBWI セッションからのログアウト、またはヘルプツールへのアクセスを行います。 

2 
サイドナビゲーション

バー
 

サイドナビゲーションバーを使って、表示する情報を選択します。サイドナビゲーションバーを使用す

ると、設定を指定したり操作を実行したりするためのウィンドウを表示できます。 

3 コンテンツエリア 
コンテンツエリアを使用して、コンソールスイッチ OBWI システムを表示したり、変更を加えたりするこ

とができます。 

 

1  

 

3  

2  



 

システム情報の表示 
 

コンソールスイッチやターゲットデバイスの情報は、ユーザーインターフェイスの以下のウィンドウから表示できます。 
 

カテゴリ 選択する項目： 表示内容： 

ターゲットデ

バイス 
[ユニットの表示] —  
[ターゲットデバイス] 

接続されたデバイスのほか、各デバイスの名前、タイプ、ステータス、および操作を含む

リスト。名前、タイプ、EID、使用可能なセッションのオプション、および接続パスなど

の情報を表示するには、ターゲットデバイスをクリックします。 

スイッチ 
[ユニットの表示] —  

[アプライアンス] — [ツール] 
名前、タイプ、およびコンソールスイッチツール（[メンテナンス] — [概要]/[再起動]/[リ
セット]および[アップグレード]、[証明書]、[トラップ MIB]） 

スイッチ 
[ユニットの表示] —  

[アプライアンス] — [ファイル] 
コンソールスイッチの構成とユーザーデータベース。 

スイッチ 

[ユニットの表示] —  
[アプライアンス] —  

[プロパティ] — [ID] 

部品番号およびシリアル番号  

 

スイッチ 

[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] 

各ユニットのサイト、部門、およびロケーション。 

スイッチ 
[ユニットの表示] —  
[アプライアンス設定] —  

[バージョン] 

現在のアプリケーション、ブート、ビルド、ハードウェア、UART、およびビデオ ASIC
のバージョン。 

スイッチ 

[ユニットの表示] —  

[アプライアンス設定] —  

[ネットワーク] 

ネットワークアドレス、LAN の速度、および Web サーバーポート。 

スイッチ 

[ユニットの表示] —  
[アプライアンス設定] —  

[SNMP] 

システムの説明、SNMP設定、連絡先、読み取り/書き込みおよびトラップの設定、および

許可されているマネージャーの指定。 

スイッチ 
[ユニットの表示] —  
[アプライアンス設定] —  

[監査] 

イベントのリストやステータス、および SNMP トラップ送信先。 

スイッチ 

[ユニットの表示] —  
[アプライアンス設定] —  

[ポート] 

各 IA のステータス、EID、名前、ポート、アプリケーション、およびインターフェイスタ

イプ、カスケード接続された各コンソールスイッチの名前、ポート、タイプ、チャネル、

およびステータス。 

スイッチ 

[ユニットの表示] —  
[アプライアンス設定] 

[セッション] 

一般的なセッションタイムアウトと共有の詳細、KVMの暗号化レベルとキーボード言語、

仮想メディアの設定、ドライブマッピング、暗号化レベル、および IA アクセス。 

スイッチ 
[ユニットの表示] —  
｢アプライアンス] —  
[ユーザーアカウント] 

ローカルアカウントのセキュリティとユーザーロックアウト、DSView 管理ソフトウェ

アの認証サーバーの割り当て、操作が失敗した場合の上書き管理者のユーザー名とパス

ワード。 

スイッチ 
[ユニットの表示] —  
[アプライアンス] —  
[接続] 

接続パス名とタイプ。 

 [アクティブセッション] 各アクティブセッションのサーバー、所有者、リモートホスト、期間、およびタイプ。 

 



 

証明書の生成 
 
Web 証明書を使用すると、OBWI にアクセスするたびに、信頼できる Web デバイスとしてコンソールスイッチを承認す

る必要がなくなります。[Install Web Certificate]ウィンドウを使用して、新しい自己署名 OpenSSL を生成したり、証明

書をアップロードしたりすることができます。アップロードする証明書は、暗号化されていない秘密キーとともに

OpenSSL PEM 形式でなければなりません。 
 
Web 証明書をインストールするには、以下の手順に従ってください。 

1. サイドナビゲーションバーで[ユニットの表示]、[アプライアンス]、[概要]の順に選択します。 
2. [アプライアンス Web 証明書の管理]をクリックします。 
3. [更新] をクリックします。 
4. [自己署名の新しい証明書の生成]ラジオボタンを選択し、以下のフィールドに情報を入力します。 

• [共通名]：自分の名前。（これはルート証明書なので、"Company Name Certificate Authority"のような適

切な名前を使用します。） 
• [組織名]：組織単位名（たとえば、「マーケティング」）。 
• [市区町村または所在地]：組織がある都市。 
• [都道府県名]：組織がある都道府県（略称は使用しない）。 
• [国名]：国を表す 2 文字の ISO 略称。 
• [電子メールアドレス]：連絡する認証機関（CA）の電子メールアドレス。 

5. [生成]をクリックして証明書を作成します。 
 
新しい証明書をアップロードするには、以下の手順に従ってください。 

1. [新しい証明書のアップロード]ラジオボタンを選択します。 
2. アップロード方法（ファイルシステム、TFTP、FTP、または HTTP）を選択します。 
3. [参照]をクリックして証明書を検索するか、証明書ファイル名を入力します。 
4. [インストール]を選択します。Webブラウザーを閉じてから、同じ IPアドレスでもう一度OBWIを起動します。 
注記：企業の証明書ファイルをインポートする場合は、OBWIの起動に最大 30秒かかる可能性があります。 
5. プロンプトが表示されたら、クリックして証明書を表示し、[ルート証明書]フォルダーに証明書をインポートする

手順に従います。証明書が格納されると、証明書の警告は表示されません。 

 

KVM コンソールスイッチの再起動とアップグレード 
 
[ユニットの表示] - [アプライアンス] - [概要]ウィンドウで、コンソールスイッチの名前とタイプを確認できます。以下の操作

も実行できます。 
 

KVM コンソールスイッチの再起動 
 
KVM コンソールスイッチを再起動するには、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]の順にクリックし、[ユニット メンテナンス]ウィンドウを開き

ます。 
2. [再起動]ボタンをクリックします。 
3. ダイアログボックスに、すべてのアクティブセッションが切断されるという警告が表示されます。 
4. [OK] ボタンをクリックします。 
注記：ローカルのUIを使用している場合は、KVMコンソールスイッチの再起動中、ウィンドウが空白になります。リ

モートの OBWI を使用している場合は、インターフェイスがコンソールスイッチの再起動が完了するのを待っている

というメッセージが表示されます。 
 



 

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 
 

最新のファームウェアでコンソールスイッチを更新します。 
 
ファームウェアが更新されると、コンソールスイッチはソフトリセットを実行して、すべての IA セッションを終了し

ます。IA ファームウェアの更新が発生しているターゲットデバイスは、表示されなかったり、切断されているように

見えたりする可能性があります。更新が完了すると、通常、ターゲットデバイスが表示されます。 

 

注意：ファームウェアアップデート中や、ターゲットデバイスに電源を再投入している間に IA を切断

すると、IA が動作不能になります。修理のために、IA を工場に戻す必要があります。 

 
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には、以下の手順に従ってください。 

1. サイドナビゲーションバーから、[ユニットの表示]、[アプライアンス]、[概要]の順にクリックし、[ユニット メンテ

ナンス]ウィンドウを開きます。 
2. [ファームウェアのアップグレード]をクリックします。 
3. ファームウェアファイルのロードに使用する方法を次の中から 1つ選びます。[ファイルシステム]、[TFTP]、

[FTP]、または[HTTP]。 
注記：[ファイルシステム]オプションは、リモートの OBWIにのみ使用可能です。 
4. [ファイルシステム]を選択した場合は、[参照]を選択して、ファームウェアアップグレードファイルの場所を指

定します。 
[TFTP]を選択した場合は、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。 
[FTP]または[HTTP]を選択した場合は、サーバーの IP アドレス、ロードするファームウェアファイル、ユー

ザー名、およびパスワードを入力します。 
5. [アップグレード]ボタンをクリックします。 

 

構成とユーザーデータベースの保存および復元 
 

コンソールスイッチ構成およびローカルユーザーデータベースはファイルに保存できます。保存すると、構成ファイル

またはローカルユーザーデータベースは、コンソールスイッチに復元できます。 
 

管理対象コンソールスイッチ構成またはユーザーデータベースの保存 
 
KVM コンソールスイッチ構成または KVM コンソールスイッチのローカル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]の順にクリックします。 
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データベースの保存]をクリックしてから、[保存]タ

ブをクリックします。 
3. ファイルの保存方法を選択します。[ファイルシステム]、[TFTP]、[FTP]、または[HTTP PUT]。 
4. [TFTP]を選択した場合は、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名を入力します。 

[FTP]または[HTTP]を選択した場合は、サーバーの IP アドレス、ユーザー名、パスワード、およびロードする

ファームウェアのファイル名を入力します。 
5. [ダウンロード]ボタンをクリックします。 
6. [名前を付けて保存]ダイアログボックスで、希望の場所に移動してファイルの名前を入力します。[保存] ボタ

ンをクリックします。 
 



 

管理対象コンソールスイッチ構成またはユーザーデータベースの復元 
 

1. サイドナビゲーションバーで[ユニットの表示]、[アプライアンス]、[概要]の順にクリックします。 
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データベースの復元]をクリックしてから、[復元]タ

ブをクリックします。 
3. ファイルの保存方法を選択します。[ファイルシステム]、[TFTP]、[FTP]、または[HTTP]。 
4. [ファイルシステム]を選択した場合は、[参照]ボタンをクリックして、ファームウェアアップグレードファイル

の場所を指定します。 
[TFTP]を選択した場合は、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名を入力します。 
[FTP]または[HTTP]を選択した場合は、サーバーの IP アドレス、ユーザー名、パスワード、およびロードする

ファームウェアのファイル名を入力します。 
5. [参照]ボタンをクリックします。希望の場所に移動して、ファイル名を選択します。[アップロード]ボタンを

クリックします。 
6. 成功のウィンドウが表示されたら、復元された構成を有効にするために管理対象コンソールスイッチを再起動

します。 

フラッシュアップグレードが失敗した場合の復旧 
 
注記：フラッシュアップグレードが失敗した場合に復旧できるのは、IPv4 モードを使用している場合のみです。リモート

コンソールスイッチのフロントおよびバックパネルの緑色の電源 LED が連続して点滅している場合、リモートコンソール

スイッチはリカバリモードです。 
 
フラッシュアップグレードが失敗した場合に復旧するには、以下の手順に従ってください。 

1. 最新のフラッシュファームウェアをダウンロードします。 
2. フラッシュアップグレードファイルを TFTP サーバー上の適切なディレクトリに保存します。 
3. サーバーIP アドレス 10.0.0.20 を使用して TFTP サーバーをセットアップします。 
4. ダウンロードしたファイル「CMN-1095.fl」の名前を変更して、TFTP サーバーの TFTP ルートディレクトリに保存

します。 
5. リモートコンソールスイッチがオンになっていない場合は、オンにします。リカバリプロセスが自動的に開始

されます。 

プロパティの ID とロケーションの設定 
 
コンソールスイッチは、コンソールスイッチ Web ブラウザーを通じてほとんどのデバイスのプロパティを直接報告できま

す。[ID]をクリックすると、[ユニット ID プロパティ]ウィンドウが表示され、部品番号とシリアル番号を確認できます。[ユ
ニット ロケーション プロパティ]ウィンドウには、サイト、部門、およびロケーションが表示されます。 
 

バージョン情報の表示 
 

[バージョン情報]ウィンドウには、現在のアプリケーション、ブート、ビルド、ハードウェア、UART、およびビデオのASIC
バージョンのバージョン情報が表示されます。このウィンドウは読み取り専用ウィンドウです。 
 

ネットワーク設定 
注記：[ネットワーク]ダイアログボックスの設定を変更できるのは管理者のみです。他のユーザーには読み取り専用アク

セスが許可されます。 
 

サイドナビゲーションバーから[ネットワーク]をクリックし、[一般]、[IPv4]、および[IPv6]タブを表示します。 
 



 

一般的なネットワーク設定を構成するには、以下の手順に従ってください｡ 
1. [ネットワーク]タブをクリックしてから、[一般]タブをクリックして、コンソールスイッチの[ネットワーク一

般設定]ウィンドウを表示します。 
2. [LAN 速度]ドロップダウンメニューで、次のオプションのうちいずれかを選択します。[自動検出]、[10 Mbps

半二重]、[10 Mbps 全二重]、[100 Mbps 半二重]、または[100 Mbps 全二重]。 
注記：Ethernetモードを変更した場合は、再起動が必要です。 
3. [ICMP Ping Reply]ドロップダウンメニューで、[有効]または[無効]を選択します。 
4. HTTP ポートや HTTPS ポートを確認または変更します。設定のデフォルトは、HTTP 80 と HTTPS 443 です。 
5. [保存]をクリックします。 

 
IPv4 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. [ネットワーク]タブをクリックしてから、[アドレス]タブをクリックして[IPv4 設定]ウィンドウを表示します。 
2. [IPv4]ボタンをクリックします。 
3. [IPv4 を有効にする]チェックボックスをクリックして選択するか選択解除します。 
4. アドレス、サブネット、およびゲートウェイの各フィールドに目的の情報を入力します。IPv4 アドレスは、

xxx.xxx.xxx.xxx のドット表記形式で入力します。 
5. [DHCP]ドロップダウンメニューで[有効]または[無効]を選択します。 
注記：DHCP を有効にすると、アドレス、サブネット、およびゲートウェイの各フィールドに入力した情報は無視さ

れます。 
6. [保存]をクリックします。 

 
IPv6 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. [IPv6]ボタンをクリックします。 
2. アドレス、サブネット、およびプレフィックス長の各フィールドに目的の情報を入力します。IPv6 アドレス

は、FD00:172:12:0:0:0:0:33 または省略した FD00:172:12::33 16 進形式で入力します。 
3. [DHCP]ドロップダウンメニューで[有効]または[無効]を選択します。 
注記：DHCPv6 を有効にすると、アドレス、ゲートウェイ、およびプレフィックス長の各フィールドに入力した情報

は無視されます。 

4. [保存]をクリックします。 

SNMP 

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管理情報を通信するために使用されるプロ

トコルです。他の SNMP マネージャーは、MIB-II にアクセスして、コンソールスイッチと通信できます。[SNMP]
ウィンドウを開くと、OBWI によってユニットから SNMP パラメーターが取得されます。 
 

[SNMP]ウィンドウでは、システム情報やコミュニティストリングを入力できます。また、コンソールスイッチを管理し、

コンソールスイッチから SNMP トラップを受信できるステーションを指定することもできます。[SNMP を有効にする]を選

択すると、ユニットは、UDPポート 161経由で SNMPリクエストに応答します。 
 

SNMP パラメーターの構成  
1. [SNMP]をクリックして[SNMP]ウィンドウを開きます。 
2. [SNMP を有効にする]チェックボックスを選択し、コンソールスイッチが UDP ポート 161 経由で SNMP リク

エストに応答できるようにします。 
3. [名前]フィールドにシステムの完全修飾ドメイン名を入力し、[連絡先]フィールドにノードの連絡先を入力し

ます。 
4. 読み取り、書き込み、およびトラップコミュニティの名前を入力します。これらの名前は、SNMP 動作に使用

するコミュニティストリングを指定します。読み取りストリングと書き込みストリングは、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へのアクセスを保護するパスワードとして機能します。値の

長さは最大 64 文字です。これらのフィールドを空白にしておくことはできません。 
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を管理する権限を持つ最大 4 つの管理ワークステー

ションのアドレスを入力します。あるいは、任意の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、フィールドを空白のままにします。 
6. [保存]をクリックします。 

 

監査イベントの設定 
 

イベントとは、KVM コンソールスイッチが管理ステーションに送信する通知で、さらに注意が必要な可能性がある何か

が発生したことを示します。 
 
各イベントを有効にするには、以下の手順に従ってください｡ 

1. [監査]をクリックして[イベント]ウィンドウを開きます。 
2. リスト内の該当するチェックボックスをクリックすることにより、通知を生成するイベントを指定します。 

[イベント名]チェックボックスを選択または選択解除して、リスト全体を選択または選択解除します。 
3. [保存]をクリックします。 

 

イベント送信先の設定 
 
SNMP トラップ送信先と Syslog デバイスに送信する監査イベントを構成します。[イベント]ウィンドウで有効になってい

るイベントは、[イベント送信先]ウィンドウに表示されているすべてのデバイスに送信されます。 
 
イベント送信先を設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. [監査]、[送信先]タブの順にクリックして[イベント送信先]ウィンドウを表示します。 
2. [SNMP トラップ送信先]フィールドにコンソールスイッチがイベントを送信する最大 4 つの管理ワークステーション

のアドレスと、最大 4つの Syslogデバイスを入力します。 
3. [保存]をクリックします。 

 

IA の構成 
 
コンソールスイッチには、接続されている IAのリストおよび各 IAに関する以下の情報が表示されます。 

• EID 
• ポート 
• ステータス 
• アプリケーションバージョン  
• インターフェイスの種類  

 
IA のいずれかをクリックして、次の詳細情報を表示します。 

• スイッチタイプ 
• ブートバージョン 
• アプリケーションバージョン 
• ハードウェアバージョン 
• FPGA version（ソフトウェアバージョン） 
• 利用可能なバージョン 
• アップグレードステータス 

 

IA の削除 
 



 

オフライン IA を削除するには、以下の手順に従ってください。 
1. [ポート]、[IA]の順にクリックして[IA]ウィンドウを表示します。 
2. 該当する IA のチェックボックスをクリックします。 
3. [オフラインの削除]をクリックします。 

 

IA のアップグレード 
 

コンソールスイッチをアップデートすると、IA は自動的に更新されます。通常のアップグレードプロセス中に問題が発生し

た場合、必要に応じて IAを強制的にアップグレードすることができます。 
 

 注意：ファームウェアアップデート中またはデバイスへの電源の再投入中に IA を接続解除すると、モ

ジュールは操作不能となり、修理のために IA を工場に戻す必要があります。 

 
IA 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. サイドナビゲーションバーから[ポート]、[IA]の順にクリックして[IA]ウィンドウを開きます。 
2. アップグレードする IA の横にあるチェックボックスを選択します。 
3. [操作]、[アップグレード]の順に選択します。 
4. 設定が正しい場合は、[アップグレード]をクリックします。 

 
USB の速度を設定するには、以下の手順に従ってください（USB 2.0 IA にのみ適用）。 

1. サイドナビゲーションバーから[ポート]、[IA]の順にクリックして[IA]ウィンドウを開きます。 
2. 変更する IA の横にあるチェックボックスを選択します。 
3. [操作]を選択し、USB の速度を選択します。 

セッションの起動 
 

注記：セッションを起動するには Java 1.6.0_11以降が必要です。 
 
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。 
 

1. サイドナビゲーションバーから[ターゲットデバイス]を選択します。使用できるデバイスのリストを表示します｡ 
2. セッションの起動のために選択したターゲットデバイスに応じて、適用される操作の[KVM セッション]が[操作]カラ

ムに表示されます。指定のターゲットデバイスに対して複数の操作を実行できる場合は、ドロップダウン矢印をク

リックして、リストから該当する操作を選択します。 
 

ターゲットデバイスが現在使用中で、割り込みレベルが現在のユーザーのレベル以上の場合は、デバイスに強制的に

接続することでターゲットデバイスへのアクセスを取得できます。 
 
ローカル UI からアクティブセッションに切り替えるには、以下の手順に従ってください（ローカルユーザーのみ）。 
 

1. サイドナビゲーションバーから[ローカルセッション]を選択します。 
2. [アクティブセッションの復元]チェックボックスを選択します。ビデオビューアーウィンドウが表示されます。 
注記：[アクティブセッション]ウィンドウから、アクティブセッションのリストを表示できます。各セッションについ

て、ターゲットデバイス、所有者、リモートホスト、期間、種類などの情報が表示されます。 



 

一般的なセッションの設定 
 
一般的なセッション設定を構成するには、以下の手順に従ってください｡ 

1. サイドナビゲーションバーから[セッション]、[一般]の順に選択します。[一般セッション設定]ウィンドウが表示さ

れます。 
2. [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。 
3. [アイドル タイムアウト]フィールドに、セッションが閉じるまでに経過させたい非アクティブ時間（1～90 分）

を入力します。 
4. [ログイン タイムアウト]フィールドで、もう一度ログインが必要になるまでに経過させたい非アクティブ時間

（21～120 秒）を入力します。 
5. [保存]をクリックします。 

 

ローカルユーザーアカウントの設定 
 

OBWI は、管理者が定義したユーザーアカウントを通じてローカルとログインのセキュリティを提供します。サイドナビ

ゲーションバーで[ユーザーアカウント]を選択することにより、管理者は、ユーザーの追加および削除、ユーザーの割り込み

とアクセスレベルの定義、およびパスワードの変更を行うことができます。 
 

アクセスレベル 
 
ユーザーアカウントを追加すると、以下のいずれかのアクセスレベルにそのユーザーを割り当てることができます。 

• アプライアンス管理者 
• ユーザー管理者 
• ユーザー 

 

操作 アプライアンス管理者 ユーザー管理者 ユーザー 
インターフェイスのシステムレベル 
設定の構成 

あり なし なし 

アクセス権限の構成 あり あり なし 

ユーザーアカウントの追加、変更、削除 あり、すべてのアクセスレベル あり、ユーザーおよびユーザー管理者のみ なし 

自分のパスワードの変更 あり あり あり 

サーバーへのアクセス あり、すべてのサーバー あり、すべてのサーバー 
あり、許可されて

いる場合 

 
新しいユーザーアカウントを追加するには、以下の手順に従ってください（ユーザー管理者またはアプライアンスの管理

者のみ）。 
 

1. [ユーザーアカウント]、[ローカルユーザーアカウント]の順に選択して[ローカルユーザーアカウント]ウィンドウ

を開きます。 
2. [追加]ボタンをクリックします。 
3. 所定の空欄に新しいユーザーの名前とパスワードを入力します。 
4. 新しいユーザーのアクセスレベルを選択します。 
5. ユーザーアカウントに割り当て可能なデバイスのいずれかを選択します。 
6. [追加]をクリックします。 

注記：ユーザー管理者およびアプライアンス管理者はすべてのデバイスにアクセスできます。 
7. [保存]をクリックします。 

 



 

ユーザーアカウントを削除するには、以下の手順に従ってください（ユーザー管理者またはアプライアンスの管理者

のみ）。 
1. [ユーザーアカウント]、[ローカルアカウント]の順に選択して[ローカルユーザーアカウント]ウィンドウを開き

ます。 
2. 削除する各アカウントの左にあるチェックボックスをクリックします。 
3. [削除]をクリックします。 

 
ユーザーアカウントを編集するには、以下の手順に従ってください（管理者またはアクティブなユーザーのみ）。 

1. サイドナビゲーションバーから、[ユーザーアカウント]、[ローカルアカウント]の順に選択します。[ローカルユー

ザーアカウント]ウィンドウが表示されます。 
2. 編集するユーザーの名前をクリックします。ユーザープロファイルが表示されます。 
3. このウィンドウでユーザー情報を入力します。 
4. [保存]をクリックします。 

 

仮想メディアセッション設定 
 
仮想メディアオプションを設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. サイドナビゲーションバーから、[セッション]、[仮想メディア]の順に選択して[仮想メディアセッション設定]ウィ

ンドウを開きます。 
2. [KVM セッションのため仮想メディアがロックされました]チェックボックスを有効または無効にします。 
3. [予約済みセッションを許可]チェックボックスを有効または無効にします。 
4. ドロップダウンメニューの[仮想メディアアクセスモード]から、次のオプションのいずれかを選択します。[読み

取り専用]または[読み取り/書き込み] 
5. サポートする暗号化レベルのいずれかを選択します。 
6. [保存]をクリックします。 
7. 仮想メディアを有効にする各 IA の横にあるチェックボックスを選択し、[VM を有効にする]をクリックします。 

仮想メディアを無効にする各 IA の横にあるチェックボックスを選択し、[VM を無効にする]をクリックします。 
 

仮想メディアオプション 
 
[仮想メディアセッション設定]ウィンドウ内のオプションを使用して、仮想メディアセッション中のコンソールスイッチ

の動作を決定することができます。次の表は、仮想メディアセッションに対して設定できるオプションの概要を示してい

ます。 
 

ローカルユーザー 
 
ローカルユーザーは、[ローカルセッション]ウィンドウで仮想メディアの動作を決定することができます。仮想メディ

アセッションの接続と接続解除に加えて、次の表にリストされた設定も構成できます。 
 

設定 説明 

CD ROM/ 
DVD ROM 

最初に検出された CD-ROM または DVD-ROM（読み取り専用）ドライブへの仮想メディアセッションが可能になりま

す。このチェックボックスを選択すると、デバイスへの仮想メディア CD-ROM 接続または DVD-ROM 接続が確立され

ます。このチェックボックスを選択解除すると、デバイスへの仮想メディア CD-ROM 接続または DVD-ROM 接続が無

効になります。 

大容量ストレージ 
最初に検出された大容量ストレージドライブへの仮想メディアセッションが可能になります。このチェックボックスを選択

すると、デバイスへの仮想メディアの大容量記憶装置接続が確立されます。このチェックボックスを選択解除すると、デバ

イスへの仮想メディア大容量記憶装置接続が無効になります。 

 



 

DSView ソフトウェアの設定 

 
管理ソフトウェアデバイスの IP アドレスを指定することで、管理対象外のコンソールスイッチを DSView 管理ソフトウェ

アのデバイスと通信させたり、そのデバイスに登録します。 
 
デバイス IP アドレスを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [ユーザーアカウント]、[DSView]の順に選択します。[DSView管理ソフトウェア設定]ウィンドウが表示されます。 
2. 通信するデバイス IP アドレスを入力します。アドレスは 4 つまで入力できます。 
3. スクロールバーを使用して、希望する再試行間隔を選択します。 
4. デバイスに登録されているコンソールスイッチの関連付けを解除するには、[関連付けの解除]ボタンをクリック

します。 
5. [保存]をクリックします。 

 

LDAP 

LDAP は、ベンダーに依存しないプロトコル標準で、TCP/IP を使用するディレクトリのアクセス、クエリ、および更

新に使用します。X.500 ディレクトリサービスモデルに基づく LDAP は、認証、プライバシー、完全性などの強力な

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す。 
 

個々のユーザーアカウントが Active Directory のような LDAP 対応ディレクトリサービスに格納されている場合は、そ

のディレクトリサービスを使用してユーザーを認証できます。LDAP 検索パラメーターおよびクエリパラメーターのデ

フォルト値は、Active Directory 用に定義されています。 
 

OBWI で行った設定で、認証構成パラメーターを構成できます。ソフトウェアは、ユーザー名、パスワード、およびその他

の情報をアプライアンスに送信します。その後、OBWI でアプライアンスの構成パラメーターを表示したり変更したりする

権限がユーザーにあるかどうかが判断されます。 
 

注記：特に指定されていない場合は、Active Directory が再構成されていない限り、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場合があります。 
 

ユーザーインターフェイスでの LDAP の構成 
 

LDAP の概要のパラメーター 
 

OBWIの[LDAPの概要]ウィンドウでは、LDAP認証の優先順位と、LDAPサーバー接続情報を定義するパラメーターを構成

できます。 
 

LDAP 認証の優先順位 
 
OBWI の[LDAP の優先順位]セクションでは、LDAP を無効にすることができます。また、ローカル認証と LDAP 認証

のどちらを最初に行うかを選択することによって、認証の優先順位を設定することもできます。 
 



 

LDAP 認証の優先順位パラメーターを構成するには、以下の手順に従ってください。 
1. [アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ユーザーアカウント]、[LDAP アカウント]、[概要]の順に選択し

ます。 
2. [無効な LDAP]を選択するか、[LDAP の優先順位]として[ローカルより先の LDAP]または[ローカルより後の

LDAP]を選択します。 
3. [保存]をクリックします。 

 

LDAP サーバー 
 
[アドレス]フィールドでは、プライマリおよびセカンダリ LDAP サーバーのホストファイル名または IP アドレスを指定しま

す。セカンダリ LDAP サーバーはオプションです。 
 

[ポート]フィールドでは、LDAP サーバーと通信するユーザーデータグラムプロトコル（UDP）ポート番号を指定します。デ

フォルト値は、非セキュア LDAP の場合は 389 で、セキュア LDAP（LDAPS）の場合は 636 です。アクセスタイプを指定す

ると、デフォルトのポート IDが自動的に入力されます。 
 

[アクセスタイプ]ラジオボタンは、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 を使用する際、

すべてのユーザー名、パスワード、およびアプライアンスと LDAP サーバー間で送信されるその他の情報は、非セキュアな

クリアテキストとして送信されます。アプライアンスと LDAP サーバー間の暗号化されたセキュアな通信には、LDAPS を使

用してください。 
 
LDAP サーバーのパラメーターを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ユーザーアカウント]、[LDAP アカウント]、[概要]の順に選択し

ます。 
2. 該当するフィールドまたはラジオボタンでプライマリとセカンダリのサーバーアドレス、ポート、およびアク

セスタイプを指定します。 
3. [保存]をクリックします。 

 

LDAP 検索パラメーター 
 

[LDAP検索]ウィンドウでは、LDAPディレクトリサービスのユーザーの検索時に使用するパラメーターを構成できます。 
 

[検索 DN]フィールドを使用して、アプライアンスでディレクトリサービスにログインするときに使用する管理者レベル

のユーザーを定義します。アプライアンスが認証されると、[LDAP クエリ]ページで指定したユーザー認証クエリを実行

するためのディレクトリへのアクセスが許可されます。デフォルト値は、 cn=Administrator、 cn=Users、
dc=yourDomainName、および dc=com です。これらの値は変更できます。たとえば、test.view.com の管理者の識別名

（DN）を定義するには、cn=Administrator、cn=Users、dc=test、dc=view、および dc=com を入力します。[検索 DN]の各

値は、コンマで区切る必要があります。 
 

[検索パスワード]フィールドは、[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のために使用します。 
 

[検索ベース ]フィールドを使用して、 LDAP 検索の開始点を定義します。変更可能なデフォルト値は、

dc=yourDomainNameおよび dc=comです。たとえば、test.com の検索ベースを定義するには、dc=test に続いて dc=com
と入力します。[検索ベース]の各値は、コンマで区切る必要があります。 
 

[UID マスク]フィールドでは、LDAP ターゲットデバイスのユーザーID 検索のための検索条件を指定します。<name>=<%1>
の形式を使用してください。デフォルト値は sAMAccountName=%1 で、Active Directory での使用に適切です。LDAP 検索の

場合はこのフィールドが必須になります。 
 



 

LDAP 検索のパラメーターを構成するには、以下の手順に従ってください。 
1. [アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ユーザーアカウント]、[LDAP アカウント]、[検索]の順に選択し

ます。 
2. [検索 DN]、[検索パスワード]、[検索ベース]、および[UID マスク]の各フィールドに適切な情報を入力します。 
3. [保存]をクリックします。 

 

注記：[概要]ウィンドウで[LDAP の優先順位]が[無効な LDAP]に設定されている場合は、これらのオプションを変更できま

せん。 
 

LDAP クエリパラメーター 
 

[LDAPクエリ]ウィンドウでは、ユーザー認証クエリの実行時に使用するパラメーターを構成できます。 
 

アプライアンスは 2 種類のクエリを実行します。クエリモード（アプライアンス）は、アプライアンスそのものへのアクセ

スを試みる管理者とユーザーの認証に使用します。クエリモード（ターゲットデバイス）は、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します。加えて、各クエリタイプには、LDAP ユーザーがアプライアン

スまたは接続されているターゲットデバイスへのアクセス権を持つかどうかを決定する特定タイプの情報を利用する 3 つの

モードがあります。 
 

[LDAP クエリ]ウィンドウでは、以下の設定を構成できます。 
• クエリモード（アプライアンス）パラメーターは、ユーザーがアプライアンスにアクセスできるかどうかを決定し

ます。 
• クエリモード（ターゲットデバイス）パラメーターは、アプライアンスに接続されたターゲットデバイスにユー

ザーがアクセスできるかどうかを決定します。ユーザーは、クエリモード（アプライアンス）によって許可されな

い限り、アプライアンスにアクセスできません。 
• [グループコンテナ]、[グループコンテナマスク]、および[ターゲットマスク]の各フィールドは、グループクエリモー

ドでのみ使用され、アプライアンスまたはデバイスクエリの実行時には必須です。 
• [グループコンテナ]フィールドでは、管理者によって Active Directory で作成された組織ユニットをグループオブジェ

クトのロケーションとして指定します。 
o グループオブジェクトとは、ユーザー、コンピューター、連絡先、およびその他のグループを含めるこ

とのできる Active Directory オブジェクトのことです。[グループコンテナ]は、[クエリモード]が[グルー

プ属性]に設定されている場合に使用します。各グループオブジェクトには、メンバーオブジェクト

（人、アプライアンス、およびターゲットデバイス）に対して特定のアクセスレベルに関連付けるメン

バーが割り当てられます。グループに関連付けられたアクセスレベルは、グループオブジェクト内の属

性の値を設定することによって構成します。 
o たとえば、グループオブジェクトリストの Notes プロパティを使用してアクセス制御属性を実装する場合

は、[LDAP クエリ]ウィンドウの[アクセス制御属性]フィールドを info に設定する必要があります。Notes プ

ロパティを KVM User Admin に設定すると、そのグループのメンバーには、同じグループのメンバーであ

るアプライアンスとターゲットデバイスへのユーザー管理アクセスが与えられます。 
• Notes プロパティは、アクセス制御属性の実装に使用します。Notes プロパティの値は、Active Directory ユーザーと

コンピューター（ADUC）で示されたグループオブジェクトとユーザーオブジェクトから取得可能で、ディレクトリ

に info 属性の値として格納されます。ADUC とは Active Directory を構成するための Microsoft 管理コンソールのス

ナップインです。ADUC を起動するには、[スタート]、[プログラム]、[管理ツール]、[Active Directory ユーザーとコン

ピューター]の順に選択します。このツールは、ユーザー、コンピューター、グループなどのオブジェクトを作成、

構成、および削除するために使用します。 
• [グループコンテナマスク]フィールドでは、[グループコンテナ]のオブジェクトタイプを定義します。これは通常、

組織ユニットです。デフォルト値は ou=%1です。 
• [ターゲットマスク]フィールドでは、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。 
• [アクセス制御属性]フィールドでは、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

用する属性の名前を指定します。デフォルト値は infoです。 
 



 

LDAP クエリパラメーターを構成するには、以下の手順に従ってください。 
1. [アプライアンス]、[アプライアンス設定]、[ユーザーアカウント]、[LDAP アカウント]、[クエリ]の順に選択

します。 
2. アプライアンスのクエリモードおよびターゲットデバイスのクエリモードに[基本]、[ユーザー属性]、または

[グループ属性]を選択します。 
3. [グループコンテナ]、[グループコンテナマスク]、[ターゲットマスク]、および[アクセス制御属性]の各フィール

ドに適切な情報を入力します。 
4. [保存]をクリックします。 

注記：[概要]ウィンドウで[LDAP の優先順位]が[無効な LDAP]に設定されている場合は、これらのオプションを変更できま

せん。 
 

アプライアンスクエリモードとターゲットデバイスク

エリモード 
 

クエリモード（アプライアンス）とクエリモード（ターゲットデバイス）には、それぞれ以下の 3 つのモードのいずれか

を使用できます。 
 

• [基本] — ディレクトリサービスに対してユーザー名およびパスワードのクエリが実行されます。検証が完了する

と、ユーザーはアプライアンス管理者として、クエリモード（アプライアンス）の場合はアプライアンスおよび

接続された任意のターゲットデバイスにアクセスでき、クエリモード（ターゲットデバイス）の場合は選択した

任意のターゲットデバイスにアクセスできます。 
• [ユーザー属性] — ディレクトリサービスに対してユーザー名、パスワード、およびアクセス制御属性クエリが実

行されます。アクセス制御属性は、Active Directory でユーザーオブジェクト（ユーザーアカウント）から読み込

まれます。 
 

[KVM アプライアンス管理者]値が検出されると、ユーザーはアプライアンス管理者として、クエリモード（ア

プライアンス）の場合はアプライアンスおよび接続された任意のターゲットデバイスにアクセスでき、クエリ

モード（ターゲットデバイス）の場合は選択した任意のターゲットデバイスにアクセスできます。 
 

[KVM ユーザー管理者]値が検出されると、ユーザーはユーザー管理者として、クエリモード（アプライアン

ス）の場合はアプライアンスおよび接続された任意のターゲットデバイスにアクセスでき、クエリモード

（ターゲットデバイス）の場合は選択した任意のターゲットデバイスにアクセスできます。 
 

[KVM ユーザー]値が検出されると、ユーザーは、クエリモード（アプライアンス）の場合はアプライアンスに

アクセスでき、クエリモード（ターゲットデバイス）の場合は選択した任意のターゲットデバイスにアクセス

できます。 
 

注記：これらの 3 つの値のいずれも検出されない場合は、アプライアンスに対するユーザー管理者またはアプライア

ンス管理者特権がユーザーにない限り、クエリモード（アプライアンス）でのアプライアンスおよびターゲットデバ

イスへのアクセスも、クエリモード（ターゲットデバイス）での選択した任意のターゲットデバイスへのアクセスも

許可されません。 
 

ADUC にアクセスするには、[スタート]、[プログラム]、[管理ツール]、[Active Directory ユーザーとコンピューター]の順

に選択します。 
 



 

 
 
 

• [グループ属性] — クエリモード（アプライアンス）の使用時はアプライアンスおよび接続されているターゲット

デバイスのディレクトリサービスに対して、またクエリモード（ターゲットデバイス）の使用時は選択したター

ゲットデバイスのディレクトリサービスに対して、ユーザー名、パスワード、およびグループクエリが実行され

ます。ユーザーとアプライアンス名を含むグループが見つかった場合、ユーザーは、クエリモード（アプライア

ンス）の使用時に、グループコンテンツに応じてアプライアンスまたは接続されているターゲットデバイスにア

クセスできます。ユーザーとターゲットデバイス ID を含むグループが見つかった場合、ユーザーは、クエリ

モード（ターゲットデバイス）の使用時に、アプライアンスに接続されている選択済みターゲットデバイスにア

クセスできます。 
 

グループは、最大 16 レベルの深さにネストすることができます。グループを他のグループ内に作成するには、

ネスト機能を使用します。たとえば、R&D という名前のメンバー（グループ）を含む「Computers」という名

前の最上位レベルのグループがあるとします。この R&D グループには、「Domestic」という名前のメンバー

（グループ）を含めることができます。 

 
 
 



 

クエリを実行するための Active Directory の設定 
 
ユニットに対していずれかのクエリモードを使用する前に、選択したクエリモードでユーザーに対して適切な認証レベ

ルを割り当てることができるように、まず Active Directory に変更を加える必要があります。 
 
グループクエリを設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. 管理者特権を使用して Windows にログインします。 
2. Active Directoryソフトウェアを開きます。 
3. グループコンテナとして使用する組織ユニットを作成します。 
4. Active Directory に、アプライアンスのクエリのためのスイッチシステム名（OBWI の[アプライアンスの概要]

ウィンドウで指定）と同じか、ターゲットデバイスのクエリのための接続されたターゲットデバイスと同じ

名前のコンピューターオブジェクトを作成します。名前は、大文字と小文字の区別も含めて正確に一致する

必要があります。 
5. グループクエリに使用したアプライアンス名とターゲットデバイス名は、アプライアンスに格納されます。

OBWI の[アプライアンスの概要]ウィンドウで指定したアプライアンス名とターゲットデバイス名は、Active 
Directory 内のオブジェクト名と完全に一致する必要があります。各アプライアンス名とターゲットデバイス名

は大文字と小文字（a～z、A～Z）、数字（0～9）、およびハイフン（-）の任意の組み合わせで構成されます。

スペースやピリオド（.）を使用したり、数字だけで構成された名前を作成したりすることはできません。これ

らは Active Directory の制約です。 
注記：前のバージョンの工場出荷時のデフォルト名にはスペースが含まれていましたが、OBWI の[アプライアン

スの概要]ウィンドウでスイッチシステム名を編集して、このスペースを削除する必要があります。 
6. グループコンテナ組織ユニットの下に 1 つ以上のグループを作成します。 
7. 手順 5 で作成したグループにユーザー名とターゲットデバイス/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。たとえば、[アクセス制御属性]フィールドで属性

として info を使用し、グループオブジェクトの Notes プロパティを使用してアクセス制御属性を実装する場

合は、Active Directory 内の Notes 属性の値をグループオブジェクトに対して使用できる 3 つのアクセスレベ

ルのいずれか（KVM ユーザー、KVM ユーザー管理者、または KVM アプライアンス管理者）に設定できま

す。これでグループのメンバーは、指定のアクセスレベルでアプライアンスおよびターゲットデバイスにア

クセスできます。 

アクティブセッション 
 
[アクティブセッション]ウィンドウには、アクティブセッションのリストと各セッションに関する ターゲットデバイス、所

有者、リモートホスト、期間、および種類の情報が表示されます。 

セッションの終了 
 
セッションを終了するには、以下の手順に従ってください。 

1. サイドナビゲーションバーで、[アクティブセッション]を選択して[アプライアンスのアクティブセッション]ウィン

ドウを表示します。 
2. 目的のターゲットデバイスの横にあるチェックボックスをクリックします。 
3. [接続解除]をクリックします。 
注記：ロックされた仮想メディアセションが関連付けられている場合は、そのセッションも接続解除されます。 

 
セッションを終了するには、以下の手順に従ってください（ローカルユーザーのみ）。 

1. サイドナビゲーションバーから[ローカルセッション]を選択します。 
2. [アクティブセッションの接続解除]チェックボックスを選択します。 



 

KVM ビデオビューアー 

 

KVM ビデオビューアーセッションは、以下の手順に従って起動します。KVM ビデオビューアーの使用の詳細については、

KVMビデオビューアー技術資料を参照してください。 
 
KVM セッションを開始するには、以下の手順に従ってください。 

1. コンソールスイッチ Web ユーザーインターフェイス（UI）のサイドナビゲーションバーで[ユニットの表示]、[ター

ゲットリスト]の順にクリックします。 
2. 表示するターゲットデバイスの KVM セッションリンクをクリックします。 
3. KVMビデオビューアーが別のウィンドウで起動します。 

端末操作 

 

各コンソールスイッチは、端末コンソールメニューインターフェイスを使用してスイッチレベルで構成できます。この

インターフェイスには、DIAG ポート経由でアクセスします。すべての端末コマンドには、端末ウィンドウまたは端末

エミュレーションソフトウェアを実行している PC を介してアクセスします。 
 

注記：推奨される方法は、ローカル UIですべての構成設定を行うことです。 
 
端末をコンソールスイッチに接続するには、以下の手順に従ってください。 

1. シリアルアダプターを使用して、端末またはハイパーターミナルソフトウェアなどの端末エミュレーションソフ

トウェアを実行している PC を、コンソールスイッチの背面パネルにある DIAG ポートに接続します。端末の設

定は、9600 ビット/秒（bps）8 ビット、1 ストップビット、パリティなし、およびフロー制御なしです。 
2. コンソールスイッチと各ターゲットデバイスをオンにします。コンソールスイッチが初期化を完了すると、コン

ソールメニューに、メッセージ 「Press any key to continue.」が表示されます。 

ネットワーク構成 
 
コンソールメニューを使用してネットワーク設定を構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. コンソールスイッチをオンにすると、初期化に約 1 分間かかります。初期化が完了したら、端末または端末エ

ミュレーションソフトウェアを実行しているコンピューターの任意のキーを押し、コンソールメニューインター

フェイスにアクセスします。 
 

端末は、コンソールスイッチがすでにオンになっていても、いつでも接続できます。 
 

2. コンソールメインメニューが表示されたら、ネットワーク構成に対応する番号を入力し、Enterキーを押します。 
3. 1 と入力して Enter キーを押し、ネットワーク速度を設定します。最高のパフォーマンスを得るには、接続されてい

る Ethernet スイッチと同じ速度でコンソールスイッチを設定します。Enter キーを押して、コンソールの[Network 
Configuration]メニューに戻ります。 



 

4. 2と入力して Enterキーを押し、静的アドレスか DHCPアドレスのどちらを使用するかを指定します。 
 

コンソールスイッチのユーザー定義の IP アドレス、ネットマスクまたはプレフィックスの長さ、およびデフォ

ルトゲートウェイを指定するには、静的 IP 構成を使用します。 
 

DHCP は、TCP/IP 対応のコンピューターの構成を自動化するプロトコルです。DHCP を選択した場合、IP アド

レス、ネットマスクまたはプレフィックスの長さ、およびデフォルトゲートウェイの設定は、コンソールスイッ

チに自動的に割り当てられ、コンソールスイッチのユーザーでは変更できません。 
 

DHCP オプションを使用する場合、コンソールスイッチに IP アドレスを提供するように DHCP デバイスを構

成し、手順 6 に進みます。 
5. [Network Configuration]メニューの残りのオプションを選択し、IP アドレス、ネットマスクまたはプレ

フィックスの長さ、およびデフォルトゲートウェイでコンソールスイッチの構成を完了します。 
6. 0（ゼロ）と入力して Enter キーを押し、コンソールメインメニューに戻ります。 

 
 

コンソールメインメニューのその他のオプション 
 
[Network Configuration]オプション以外に、コンソールスイッチのコンソールメインメニューには、 [Firmware 
Management]、[Enable Debug Messages]、[Set/Change Password]、[Restore Factory Defaults]、[Reset Switch]、[Set 
Web Interface Ports]、[Exit]のメニュー項目があります。このセクションでは、各メニュー項目について説明します。 
 

Firmware Management 
 

このメニューには[Flash Download]の選択項目が含まれています。 
 

Enable Debug Messages 
 

このメニューオプションは、コンソールステータスメッセージをオンにします。このオプションを選択すると、パ

フォーマンスが大きく低下する可能性があるため、デバッグメッセージは、テクニカルサポートによって指示された場

合にのみ有効にしてください。メッセージの表示を終了したら、任意のキーを押してこのモードを終了します。 
 

Set/Change Password 
 

このメニューオプションでは、シリアルポートセキュリティを有効または無効にすることができます。このポートセキュリ

ティは、ユーザー定義のパスワードでシリアルポートをロックします。 
 

Restore Factory Defaults 
 

このメニューオプションは、すべてのコンソールスイッチオプションをデフォルト設定に復元します。 
 

Reset Appliance 
 

このメニューオプションでは、アプライアンスのソフトリセットを実行できます。 
 

Set Web Interface Ports 
 

コンソールスイッチは、HTTPとHTTPSにそれぞれポート80および443を使用します。ユーザーはこれを変更することも、

別のポートを指定することもできます。 
 

注記：新しいポート番号を使用するには、コンソールスイッチを再起動する必要があります。 



 

Exit 
 

このメニュー項目を選択すると、準備プロンプトに戻ります。コンソールメニューインターフェイスのパスワードが有効な

場合、次のユーザーにパスワードログインウィンドウが表示されるように、コンソールメインメニューを終了する必要があ

ります。 

付録 A：MIB SNMP トラップ 

コンソールスイッチには、監査イベントを SNMP マネージャーに送信する機能があります。SNMP トラップは、SNMP ト

ラップ MIB で定義されます。トラップ MIB ファイルは、[トラップ MIB の保存]機能を使用してコンソールスイッチからアッ

プロードできます。アップロードされたトラップ MIB ファイルは、SNMP トラップレシーバーアプリケーションにロードで

きます。 
 

この付録では、コンソールスイッチで生成される可能性のあるトラップイベントについて説明します。実際のトラップ MIB
ファイルには、最も正確なトラップ情報が含まれます。 
 

SNMP マネージャーは、IPv4 または IPv6 プロトコルを使用してコンソールスイッチの MIB-II オブジェクトにアクセ

スできます。 
 

設計上、コンソールスイッチ内の企業固有の MIB オブジェクトには SNMP を使用してアクセスできません。 
 

コンソールスイッチトラップ定義では、以下の RFC（Request For Comments）に記述された構造が使用されます。 
 

• RFC-1155-SMI — TCP/IPベースのインターネットで使用する管理情報の定義の共通構造および識別スキームについ

て説明しています。 
• RFC-1212 — 簡潔で記述的な MIBモジュールの形式について説明しています。 
• RFC-1213-MIB — TCP/IPベースのインターネットワークでのネットワーク管理プロトコルで使用するインターネッ

ト標準 MIB-IIについて説明しています。 
• RFC-1215 — SNMP標準化トラップについて説明し、企業固有のトラップを定義するための手段を提供します。各

トラップによって報告された特定オブジェクトは、トラップ MIB ファイルで定義されます。このファイルはコン

ソールスイッチからアップロードされます。次の表は、生成されるトラップイベントのリストです。 
 

トラップイベント トラップ番号 

ユーザー認証失敗 1 

ユーザーログイン 2 

ユーザーログアウト 3 

ターゲットセッション開始 4 

ターゲットセッション停止 5 

ターゲットセッション終了 6 

トラップ 7～8 は使用されていません  7-8 

ユーザー追加 9 

ユーザー削除 10 

ユーザー変更 11 

再起動開始 12 



 

トラップイベント トラップ番号 

イメージファイルアップグレード開始 13 

イメージファイルアップグレード結果 14 

インターフェイスアダプター追加 15 

インターフェイスアダプター削除 16 

ターゲットデバイス名変更 17 

カスケード接続されたスイッチ追加 18 

カスケード接続されたスイッチ削除 19 

カスケード接続されたスイッチ名変更 20 

構成ファイルロード済み 21 

ユーザーデータベースファイルロード済み 22 

トラップ 23～32 は使用されていません 23-32 

ユーザーロック済み 33 

ユーザーロック解除  34 

インターフェイスアダプターアップグレード開始  35 

インターフェイスアダプターイメージアップグレード結果 36 

インターフェイスアダプター再開 37 

仮想メディアセッション開始 38 

仮想メディアセッション停止 39 

仮想メディアセッション終了 40 

仮想メディアセッション予約済み 41 

仮想メディアセッション予約解除 42 

仮想メディアセッションマッピング済み 43 

仮想メディアセッションマッピング解除 44 

トラップ 45～75 は使用されていません 45-75 

スマートカード挿入 76 

スマートカード取り出し 77 

トラップ 78～79 は使用されていません 78-79 

集約ターゲットデバイスステータス変更 80 

 

  



 

付録 B：DIAG ポートのピン配列 

 
コンソールスイッチ DIAG ポートは、8 ピンのモジュラージャックです。以下の図と表に DIAG ポートのピン配列とその説明

を示します。 
 
DIAG ポートのピン配列図 

 
 

ピン番号 説明 ピン番号 説明 
1 接続なし 5 データ送信（TXD） 

2 接続なし 6 信号用接地（SG） 

3 接続なし 7 接続なし 

4 データ受信（RXD） 8 接続なし 



 

付録 C：シリアルインターフェイスアダプターの

使用 

 
シリアル-VGA 変換機であるシリアルインターフェイスアダプターを使用すると、コンソールスイッチローカルポートまたは

OBWI から、あるいはコンソールスイッチソフトウェアを使用して VT100 対応のデバイスを表示できます。デバイスからの

シリアルデータはすべて読み取り専用です。データは VT100 ウィンドウに表示され、ビデオバッファーに入れられてから、

VGA デバイスからのデータであるかのようにコンソールスイッチに送られます。同様に、キーボードからのキーストローク

は、VT100端末で入力したキーストロークであるかのように、接続されたデバイスに送られます。 
 

シリアルインターフェイスアダプターのモード 
 

シリアルインターフェイスアダプターから以下のモードにアクセスできます。 
 

• [オンライン]：このモードでは、シリアルデータを送受信できます。 
• [構成]：このモードでは、コンソールスイッチ通信パラメーター、[端末アプリケーション]メニューの外観、

および特定の操作とマクロのキーの組み合わせを指定できます。 
• [履歴]：このモードでは、シリアルデータをレビューできます。 

 

インターフェイスアダプターの構成 
 

注記：シリアルインターフェイスアダプターは DCEデバイスで、VT100端末エミュレーションのみをサポートします。 
 
Ctrl-F8 を押すと、インターフェイスアダプターの[端末アプリケーション]メニューの[構成]ウィンドウが有効になり、 
このウィンドウでシリアルインターフェイスアダプターを構成できます。 
 
注記：[端末アプリケーション]メニューが有効な場合、Enter キーを押すと変更を保存して、前のウィンドウに戻ります。

Escapeキーを押すと、変更を保存せずに前のウィンドウに戻ります。 
 

[端末アプリケーション]メニュー内の[構成]ウィンドウ内では、以下のオプションを変更できます。 
 

• ボーレート：このオプションでは、シリアルポートの通信速度を指定できます。選択可能なオプションは、

300、1200、2400、9600、19,200、34,800、57,600、または 115,200 bps です。デフォルト値は 9600 です。 
• パリティ：このオプションでは、シリアルポートの通信パリティを指定できます。選択可能なオプションは、

EVEN、ODD、または NONE です。デフォルト値は NONE です。 
• フロー制御：このオプションでは、シリアルフロー制御のタイプを指定できます。選択可能なオプションは、

NONE、XOn/XOff（ソフトウェア）および RTS/CTS（ハードウェア）です。デフォルト値は NONEです。bps レー

ト 115,200を選択した場合、選択可能なフロー制御は RTS/CTS（ハードウェア）のみです。 
• Enter で送信：このオプションでは、Enter キーを押したときに送信されるキーを指定できます。選択可能なオ

プションは、カーソルをウィンドウの左側に移動する CR（Enter）、またはカーソルをウィンドウの左側に移

動してから 1 行下に移動する CR LF（Enter-改行）です。 
• 受け取った文字：このオプションでは、受け取ったEnter文字のモジュールでの変換方法を指定できます。選択可能

なオプションは、CR（Enter）または CR LF（Enter-改行）です。 
• 背景：このオプションは、ウィンドウの背景色を変更します。現在選択されている色が、変更と同時にオプショ

ンラインに表示されます。選択可能な色は、Black、Light Grey、Yellow、Green、Teal、Cyan、Blue、Dark 
Blue、Purple、Pink、Orange、Red、Maroon、およびBrownです。デフォルトの色はBlackです。この値は、標

準テキストまたは太字の値と同じにすることはできません。 



 

• 標準テキスト：このオプションは、ウィンドウの標準テキストの色を変更します。現在選択されている色が、変更

と同時にオプションラインに表示されます。選択可能な色は、Grey、Light Grey、Yellow、Green、Teal、Cyan、
Blue、Dark Blue、Purple、Pink、Orange、Red、Maroon、および Brownです。デフォルトの色は Greyです。この

値は、太字または背景の値と同じにすることはできません。 
• 太字：このオプションは、ウィンドウの太字テキストの色を変更します。現在選択されている色が、変更と同時

にオプションラインに表示されます。選択可能な色は、White、Yellow、Green、Teal、Cyan、Blue、Dark 
Blue、Purple、Pink、Orange、Red、Maroon、Brown、および Light Grey です。デフォルトの色は White です。

この値は、標準テキストまたは背景の値と同じにすることはできません。 
• ウィンドウサイズ：このオプションでは、ウィンドウのテキスト幅のサイズを指定できます。選択可能な値は 

80 列または 132 列です。いずれの幅でも長さは 26 行です。 
 

[端末アプリケーション]メニューの[構成]ウィンドウの以下のオプションを使用して、選択した操作を実行するファンクショ

ンキーを定義できます。新しいファンクションキーを指定するには、Ctrl キーを押しながら、操作に関連付けるファンクショ

ンキーを押します。たとえば、構成キーシーケンスオプションを Ctrl-F8 から Ctrl + F7 に変更するには、Ctrl キーを押しなが

ら F7キーを押します。 

 
• 構成キーシーケンス：このオプションでは、[端末アプリケーション]メニューの[構成]ウィンドウを表示する

キーの組み合わせを定義できます。デフォルトのキーシーケンスは Ctrl + F8 です。 
• オンラインキーシーケンス：このオプションでは、オンラインモードを表示するキーシーケンスを定義できます。

デフォルトのキーシーケンスは Ctrl + F10です。 
• ヘルプキーシーケンス：このオプションでは、ヘルプシステムウィンドウを表示するキーの組み合わせを定義

できます。デフォルトのキーシーケンスは Ctrl + F11 です。 
• 履歴キーシーケンス：このオプションでは、履歴モードを有効にするキーの組み合わせを定義できます。 

デフォルトのキーシーケンスは Ctrl + F9 です。 
• 履歴のクリアキーシーケンス：このオプションでは、履歴モードで履歴バッファーをクリアするキーの組み合

わせを定義できます。デフォルトのキーシーケンスは Ctrl + F11 です。 
• ブレークキーシーケンス：このオプションでは、ブレーク条件を生成するキーの組み合わせを構成できます。 

デフォルトのキーシーケンスは Alt + B です。 
 

シリアルインターフェイスアダプターを構成するには： 
 

1. Ctrl + F8 を押します。[構成]ウィンドウが表示されます。 
2. 変更するパラメーターを選択します。[構成]ウィンドウ内では上矢印キーと下矢印キーを使用して移動できます。 
3. 左矢印キーと右矢印キーを使用して選択した値を変更します。 
4. 追加の値を変更するには手順 2と 3を繰り返します。 
5. Enter キーを押して変更を保存し、[構成]ウィンドウを終了します。 

または 
Escape キーを押して変更を保存せずに[構成]ウィンドウを終了します。 
 

シリアルインターフェイスアダプターマクロの作成 
 
[端末アプリケーション]メニューの[構成]ウィンドウの表示中に Page Down キーを押すと、[マクロ構成]ウィンドウにアク

セスできます。シリアルインターフェイスは、最大 10 個のマクロで構成することができます。各マクロには最長 128 文

字を使用できます。 
 



 

マクロを作成するには： 
 

1. 構成するシリアルインターフェイスアダプターを選択して Ctrl-F8 を押し、[端末アプリケーション]メニュー

の[構成]ウィンドウを有効にします。 
2. [端末アプリケーション]メニューが表示されたら、Page Down キーを押して[マクロ構成]ウィンドウを表示しま

す。[マクロ構成]ウィンドウには、使用可能な 10 個のマクロと、それぞれに関連付けられたキーシーケンス（存

在する場合）が表示されます。 
3. 上向き矢印キーと下向き矢印キーを使用して、使用可能なマクロ番号までスクロールして、リストされたキース

トロークシーケンスをハイライト表示します。新しいマクロキーストロークシーケンスを入力してデフォルト値

を上書きします。Ctrl キーまたは Alt キーと 1 つのキーの任意の組み合わせを使用できます。新しいマクロを有効

にするキーストロークシーケンスを入力したら、下向き矢印キーを押します。 
4. 入力したマクロキーストロークシーケンスの下の行にマクロで実行するキーストロークシーケンスを入力します。 
5. 追加のマクロを構成するには、手順 3と 4を繰り返します。 
6. 完了したら、Enter キーを押して前のウィンドウに戻ります。 

 

履歴モードの使用 
 

履歴モードでは、発生済みのイベントを含む履歴バッファーのコンテンツを確認できます。 
 

シリアルインターフェイスアダプターでは、最低 240 行または 10 ウィンドウの出力を含むバッファーが保持されます。履歴

バッファーが満杯になると、バッファーの一番下に新しい行が追加され、バッファーの一番上の古い行が削除されます。 
 
注記：以下の手順では[構成キーシーケンス]、[オンラインキーシーケンス]、および[履歴のクリアキーシーケンス]のデフォ

ルト値が使用されます。キーの組み合わせは、[端末アプリケーション]メニューを使用して変更できます。 
 

履歴モードを使用するには： 
 

1. Ctrl-F9 を押します。モードが[履歴]として表示されます。 
2. 以下のキーの組み合わせのいずれかを使用して、記述された操作を実行します。 

• Home：バッファーの一番上に移動します。 
• End：バッファーの一番下に移動します。 
• Page Up：1 つ上のバッファーウィンドウに移動します。 
• Page Down：1 つ下のバッファーウィンドウに移動します。 
• 上向き矢印：1 つ上のバッファー行に移動します。 
• 下向き矢印：1 つ下のバッファー行に移動します。 
• Ctrl + F8：構成モードに入ります。[構成]ウィンドウが表示されます。 
• Ctrl + F9：構成モードから、履歴モードが有効になっている前のウィンドウに戻ります。 
• Ctrl + F10：構成モードから、オンラインモードが有効になっている前のウィンドウに戻ります。 
• Ctrl + F11：履歴バッファーをクリアします。このオプションを選択すると、警告ウィンドウが表示され

ます。Enter キーを押して履歴バッファーを削除するか、Escape キーを押して操作を取り消します。 
前のウィンドウが再度表示されます。 

3. 完了したら、Ctrl + F10 を押して履歴モードを終了し、オンラインモードに戻ります。 
 



 

シリアルインターフェイスアダプターのピン配列 
 
次の表は、シリアルインターフェイスアダプターのピン配列を示しています。 
 

DB9-F ピン ホスト信号名 信号フロー SRL 信号名 
1 DCD — データキャリア検出 SRL 外 DTR — データ端末レディ 

2 RXD — データ受信 SRL 外 TXD — データ送信 

3 TXD — データ送信 SRL 内 RXD — データ受信 

4 DTR — データ端末レディ SRL 内 DSR — データセットレディ 

5 GND — 信号用接地 該当なし GND — 信号用接地 

6 DSR — データセットレディ SRL 外 DTR — データ端末レディ 

7 RTS — 送信要求 SRL 内 CTS — 送信可 

8 CTS — 送信可 SRL 外 RTS — 送信要求 

9 N/C — 接続なし 該当なし N/C — 接続なし 

 

  



 

付録 D：UTP 配線 

 
この付録では、接続メディアのさまざまな側面について説明します。コンソールスイッチシステムでは、UTP 配線を利用し

ています。システムのパフォーマンスは、接続の品質の高さに依存します。低品質のケーブル、または取り付けと保守が適

切に行われていないケーブルは、コンソールスイッチシステムのパフォーマンスの低下の原因になる可能性があります。 
 

注記：この付録は参照専用です。設置の前には、最寄のコード業者または配線コンサルタントにご相談ください。 
 

UTP 銅線ケーブル 
 

以下は、コンソールスイッチがサポートする 3タイプの UTPケーブルの基本的な定義です。 
 

• CAT5（4 ペア）高性能ケーブルは、ツイストペア導線で構成され、主にデータ伝送に使用します。ペアを撚

り合わせることにより、不必要な干渉の侵入を防ぎます。CAT5 ケーブルは、通常、10 Mbps または 
100 Mbps で実行しているネットワークに使用されます。 

• CAT5E（拡張）ケーブルは、CAT5 と同じ特徴を持っていますが、より厳しい基準で製造されています。 
• CAT6 ケーブルは、CAT5E ケーブルよりも厳しい要件に対応するように製造されています。CAT6 の測定周波

数範囲は CAT5E よりも高く、同じ周波数での CAT5E を大きく上回るパフォーマンス要件があります。 
 

配線標準 
 

8導線（4ペア）の RJ45終端処理済み UTPケーブルに対してサポートされる配線標準には、EIA/TIA 568Aと Bの 2つがあり

ます。これらの標準は、UTP ケーブル仕様を利用する設置に適用されます。コンソールスイッチシステムは、この配線標準

をいずれもサポートしています。次の表に、各ピンの標準を示します。 
 

ピン EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B 

1 白/緑 白/橙 

2 緑 橙 

3 白/橙 白/緑 

4 青 青 

5 白/青 白/青 

6 橙 緑 

7 白/茶 白/茶 

8 茶 茶 

 



 

ケーブル設置、メンテナンスと安全のヒント 
 

以下は、ケーブルの設置または保守の前に確認する必要がある重要な安全に関する留意事項のリストです。 
 

• すべての UTP電路は、それぞれ 30メートル以内に保ってください。 
• ペアのツイストを終端まで、または終端から 2 分の 1 インチ以内の位置に維持してください。終端処理中は

ジャケットを 1 インチ以上剥がさないでください。 
• ケーブルを曲げる必要がある場合は、半径 1 インチ以上の緩やかな曲がりとなるようにしてください。ケーブ

ルを急な角度で曲げたり、ねじったりすると、ケーブルの内部が永久的に破損することがあります。 
• ケーブルタイで低から中程度の圧力をかけてケーブルをきれいに整えます。タイは締めすぎないようにしてくだ

さい。 
• 定格パンチブロック、パッチパネル、およびコンポーネントを使用して、必要に応じてケーブルを相互接続し

ます。ケーブルを接合したり、ブリッジしたりしないでください。 
• UTP ケーブルは、電線、変圧器、照明器具など、EMI の潜在的な発生源からできるだけ離れた位置に配置してくだ

さい。ケーブルを電線用導管につなげたり、電気設備の上に置いたりしないでください。 
• 必ず、設置した区画ごとにケーブルテスターでテストしてください。単独での調整は適切なテストではありま

せん。 
• ジャックは、必ず端子部分にほこりやその他の汚染物質が付着しないように取り付けてください。ジャックの

端子は、埋め込み型プレートでは上向き、表面実装のボックスでは左/右/下向きになる必要があります。 
• ケーブルには常に余分なたるみを持たせ、天井または近くの見えない場所にきちんと巻いて収納します。作業

アウトレット側に少なくとも 5 フィート、パッチパネル側には少なくとも 15 フィート残しておきます。 
• 作業を開始する前に、568A または 568B のいずれかの配線標準を選択します。同じ配線スキームのジャック

とパッチパネルをすべて配線します。同じ設置で 568A 配線と 568B 配線を混在させないでください。 
• 地域および国の消防規則と建築基準法に必ず従ってください。ファイアウォールを貫通するケーブルはすべて

防火処理してください。必要に応じて難燃規格ケーブルを使用してください。 
  



 

保証および規制に関する情報 

保証情報 
HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション（http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties） 
HPE エンタープライズサーバー（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 
安全と規定準拠 

安全、環境、および規制に関する情報については、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（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/support/Safety-
Compliance-EnterpriseProducts）を参照してください。 

Belarus Kazakhstan Russia marking（ベラルーシ、カザフスタン、

ロシア向け） 

 

Manufacturer and Local Representative Information 
Manufacturer information:： 
Hewlett Packard Enterprise Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S. 
 
Manufacturer and Local Representative Information: 

• Russia: 

 

• Belarus: 

 
• Kazakhstan: 

 
Local representative information Kazakh: 

• Russia: 

 



 

• Belarus:： 

 
• Kazakhstan: 

 
製造年月日： 
製造年月日はシリアル番号によって定義されます。 
CCSYWWZZZZ（この製品のシリアル番号の形式） 
有効な日付のフォーマットには以下が含まれます。 
• YWW：Y は 2000 年を起点とし、10 年ごとに新しく数えた年を示します。たとえば 238 の場合、2 は 2002 年

を、38 は 9 月 9 日の週を示します。なお、2010 年は 0 によって示され、2011 年は 1、2012 年は 2、2013 年

は 3 のように続きます。 
• YYWW：YY は 2000 年を基準とした年を示します。たとえば 0238 の場合、02 は 2002 年を、38 は 9 月 9 日

の週を示します。 
 

Turkey RoHS material content declaration 

 

Ukraine RoHS material content declaration 

 

Korean notice 
Class A equipment 

 

Class B equipment 

 

 



 

サポートと他のリソース 

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス 
• ライブサポートが必要な場合は、Hewlett Packard Enterprise の Worldwide Web サイト 

（http://www.hpe.com/assistance）を参照してください。 
• ドキュメントサービス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（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスします。 

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、以下のいずれかに移動します。 

o Hewlett Packard Enterprise サポートセンターのメールニュース配信登録ページ 
（http://www.hpe.com/support/e-updates-ja） 

o Software Depot の Web サイト（http://www.hpe.com/support/softwaredepot） 
• 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（http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials）にアクセスします。 
 

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

るときに製品の権利付与情報が必要になる場合があります。関連する権利付与情報を使って HP パスポートを

セットアップしておく必要があります。 

 



 

Web サイト 

• Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs） 
• Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc） 
• Hewlett Packard Enterprise Worldwide の連絡先（http://www.hpe.com/assistance） 
• サブスクリプションサービス/サポート通知（http://www.hpe.com/support/e-updates-ja） 
• Software Depot（http://www.hpe.com/support/softwaredepot） 
• カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair） 
• Insight Remote Support（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs） 
• HP-UX 向け Serviceguard ソリューション（http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs） 
• Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のストレージ互換性マトリックス

（http://www.hpe.com/storage/spock） 
• ストレージのホワイトペーパーおよびアナリストレポート（http://www.hpe.com/storage/whitepapers） 

 

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。 
 

デバイスサポートについて詳しくは、Insight Remote Support の Web サイト

（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs）を参照してください。 

 

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（mailto:docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。フィードバックを提供していただくときは、ドキュ

メントの表紙に記載されているドキュメント名、部品番号、版数、および発行日を含めてください。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。 
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