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本ドキュメントについて 

 

本書は ATEN ジャパン株式会社において、SN3101 取り扱いの便宜を図るため、製品同梱 英語版ユーザーマニ

ュアルをローカライズしたドキュメントです。 

製品情報、仕様はソフトウェア・ハードウェアを含め、予告無く改変されることがあり、本日本語版ユーザーマニュ

アルの内容は、必ずしも最新の内容でない場合があります。また製品の不要輻射仕様、各種安全規格、含有物質

についての表示も便宜的に翻訳して記載していますが、本書はその内容について保証するものではありません。 

製品をお使いになるときは、製品同梱の英語版ユーザーマニュアルにも目を通し、その取扱方法に従い、正しく

運用を行ってください。詳細な製品仕様については英語版ユーザーマニュアルの他、製品をお買い上げになった

販売店または弊社テクニカルサポート窓口までお問い合わせください。 
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技術サポート部 

TEL ：03-5323-7178 

MAIL :support@atenjapan.jp 

2009 年 6 月 29 日
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ユーザーの皆様へ 

 

本マニュアルに記載された全ての情報、ドキュメンテーション、および製品仕様は、製造元であ

る ATEN International により、予告無く改変されることがあります。製造元 ATEN International は、

製品および本ドキュメントに関して、品質・機能・商品性および特定の目的に対する適合性につい

て、法定上の、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる保証もいたしません。 

 

弊社製品は一般的なコンピュータのメインフレームおよびインターフェースの操作・運用・管理を

目的として設計・製造されております。高度な動作信頼性と安全性が求められる用途、例えば軍事

使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシステム、放送シス

テム、医療システム等における可用性への要求を必ずしも満たすものではございません。 

 

キーボード、マウス、モニタ、コンピュータ等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、そ

れぞれベンダの独自技術によって開発・ 製造されております。そのため、これらの異なるデバイス

を接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。 また、機器の

併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環境・

異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。 

 

本製品および付属のソフトウェア、ドキュメントの使用によって発生した装置の破損・データの損

失等の損害に関して、直接的・間接的・特殊な事例・付帯的または必然的であるかを問わず、弊社

の損害賠償責任は本製品の代金相当額を超えないものとします。 

 

製品をお使いになる際には、製品仕様に沿った適切な環境、特に電源仕様についてはご注意

のうえ、正しくお使いください。 
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ATEN ジャパン製品保証規定 

 

弊社の規定する標準製品保証は、定められた期間内に発生した製品の不具合に対して、すべ

てを無条件で保証するものではありません。製品保証を受けるためには、この『製品保証規定』お

よびユーザーマニュアルをお読みになり、記載された使用法および使用上の各種注意をお守りく

ださい。 
また製品保証期間内であっても、次に挙げる例に該当する場合は製品保証の適用外となり、有

償による修理対応といたしますのでご留意ください。 

 

◆使用上の誤りによるもの 

◆ 製品ご購入後の輸送中に発生した事故等によるもの 

◆ ユーザーの手による修理または故意の改造が加えられたもの 

◆ 購入日の証明ができず、製品に貼付されている銘板のシリアルナンバーも確認できないもの 

◆ 車両、船舶、鉄道、航空機などに搭載されたもの 

◆ 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害、戦争、テロリズム等の予期しない災害によっ

て故障、破損したもの 

◆ 日本国外で使用されたもの 

◆ 日本国外で購入されたもの 

 

【製品保証手順】 

弊社の製品保証規定に従いユーザーが保証を申請する場合は、大変お手数ですが、以下の手

順に従って弊社宛に連絡を行ってください。 

（1）不具合の確認 

製品に不具合の疑いが発見された場合は、購入した販売店または弊社サポート窓口に連絡の

上、製品の状態を確認してください。 この際、不具合の確認のため動作検証のご協力をお願いす

ることがあります。 

（2）本規定に基づく製品保証のご依頼 

（1）に従い確認した結果、製品に不具合が認められた場合は、本規定に基づき製品保証対応を

行います。製品保証対応のご依頼をされる場合は、RMA 申請フォームの必要項目にご記入の上、

『お客様の製品購入日が証明できる書類』を用意して、購入した販売店までご連絡ください。販売

店が不明な場合は、弊社までお問い合わせください。 

（3）製品の発送 

不具合製品の発送は宅配便などの送付状の控えが残る方法で送付してください。 
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【製品保証期間】 

製品保証期間は通常製品/液晶ディスプレイ搭載製品で異なります。詳細は下記をご覧くださ

い。 

   

①通常製品 

製品納品日～30 日 初期不良、新品交換※1 

31 日～3 年間 無償修理 

3 年以上 有償修理※2 

②液晶ディスプレイ搭載製

品 

製品納品日～30 日 初期不良、新品交換※1 

31 日～2 年間 無償修理 

2 年以上 有償修理※2 

 

※1…製品購入日から30日以内に確認された不具合は初期不良とし、新品交換を行います。初期

不良の場合の送料は往復弊社にて負担いたします。 

※2…有償修理の金額は別途製品を購入された販売店までお問い合わせください。 

※ケーブル類、電源アダプタ、その他レールキット等のアクセサリ類は DOA・初期不良の際の新品

交換のみ、承ります。 

※EOL (生産終了)が確定した製品については、初期不良であっても無償修理対応とさせていただ

きます。また EOL 製品の修理に関して、上記無償修理期間中であっても、部材調達の都合等によ

り修理不可になる可能性がございます。そのような場合には、機能同等品による良品交換のご対

応となる可能性がございます。 

※本保証期間は 2007 年 9 月 1 日以降にご購入された製品に適用されます。それ以前に購入され

た製品については、保証期間は 1 年間です。 

 

【補足】 

・本規定は ATEN/ALTUSEN ブランド製品に限り適用します。 

・初期不良による新品交換の場合は、ATEN より発送した代替品の到着後、5 営業日以内に不具

合品を弊社宛に返却してください。返却の予定期日が守られない場合は弊社から督促を行います

が、それにも係わらず不具合品が返却されない場合は、代替機相当代金を販売代理店経由でご

請求いたします。 

・ラベルの汚損や剥がれなどにより製品のシリアルナンバーが確認できない場合は、すべて有償修

理とさせていただきます。 
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【免責事項】 

1. 弊社製品は一般的なコンピュータのメインフレームおよびインターフェースの操作・運用・管理

を目的として設計・製造されております。高度な動作信頼性と安全性が求められる用途、例えば軍

事使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシステム、放送

システム、医療システム等における可用性への要求を、必ずしも満たすものではございません。 

2. キーボード、マウス、モニタ、コンピュータ等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、そ

れぞれベンダの独自技術によって開発・製造されております。そのため、これらの異なるデバイスを

接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。また、機器の併

用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環境・異

なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。 

3. 他社製品の KVM スイッチ、キーボード・マウスコンバータ、キーボード・マウスエミュレータ、

KVM エクステンダー等との組み合わせはサポート対象外となりますが、お客様で自己検証の上で

あれば、使用を制限するものではありません。 

4. 製品に対しての保証は、日本国内で使用されている場合のみ対象とさせて頂きます。 

5. 製品やサービスについてご不明な点がある場合は、弊社技術サポート部門までお問い合わせ

ください。 

 



v 

 

製品についてのお問い合わせ 

 

製品の仕様や使い方についてのお問い合わせは、下記窓口または製品をお買い上げになった

販売店までご連絡ください。 

購入前のお問い合わせ 

 

ATEN ジャパン株式会社 営業推進部 

TEL：03-5323-7170 

MAIL:sales@atenjapan.jp 

購入後のお問い合わせ 

 

ATEN ジャパン株式会社 技術サポート部 

TEL ：03-5323-7178 

MAIL :support@atenjapan.jp 



1 

目次 

 

ユーザーの皆様へ ................................................................................................ i 
ATEN ジャパン製品保証規定 .................................................................................. ii 
製品についてのお問い合わせ ................................................................................. v 
FCC ................................................................................................................... 5 
RoHS .................................................................................................................. 5 
SJ/T 11364-2006 .................................................................................................. 5 
安全にお使い頂くために ......................................................................................... 6 

一般的な注意事項 ................................................................................................ 6 
ラックマウントに関する注意事項 ............................................................................... 8 

同梱品 ................................................................................................................ 9 
本マニュアルについて .......................................................................................... 10 
マニュアル表記について ....................................................................................... 12 

第 1 章 はじめに .................................................................................................... 13 
製品概要........................................................................................................... 13 
特長 ................................................................................................................. 15 
制限事項とシステム要件 ....................................................................................... 16 
SN3101 フロントパネル .......................................................................................... 17 
SN3101 リアパネル ............................................................................................... 18 

第 2 章 ハードウェアセットアップ ................................................................................ 19 
セットアップの前に ............................................................................................... 19 
マウント方法 ....................................................................................................... 19 

壁へのマウント ..................................................................................................... 20 
DIN レールへのマウント ......................................................................................... 21 

セットアップ ........................................................................................................ 22 
第 3 章 ブラウザによるログイン .................................................................................. 24 

ログイン ............................................................................................................. 24 
SN3101 メイン画面 ............................................................................................... 25 

第 4 章 管理メニュー .............................................................................................. 26 
概要 ................................................................................................................. 26 
General ............................................................................................................. 26 

System Information ............................................................................................... 27 
Administrator ...................................................................................................... 27 
Connection Control .............................................................................................. 27 



2 

Backup.............................................................................................................. 28 
Network ............................................................................................................ 30 

Service Ports ....................................................................................................... 30 
IP Installer .......................................................................................................... 31 
IP Address .......................................................................................................... 32 

ANMS ............................................................................................................... 33 
CC Management Settings ....................................................................................... 34 
RADIUS Settings .................................................................................................. 34 
LDAP Settings ..................................................................................................... 36 
SNMP Settings ..................................................................................................... 37 
操作を終了し設定内容を保存する場合 .................................................................... 37 

Date/Time ......................................................................................................... 38 
Firmware ........................................................................................................... 40 

第 5 章 ポート操作モード ......................................................................................... 41 
概要 ................................................................................................................. 41 

コンソールマネージメント ....................................................................................... 41 
リアル COM ポート ................................................................................................ 41 
TCP サーバ/TCP クライアント ................................................................................. 42 
UDP モード ......................................................................................................... 43 
Modbus .............................................................................................................. 43 
バーチャルモデム ................................................................................................ 44 
シリアルトンネル ................................................................................................... 44 

第 6 章 COM ポートの管理 ...................................................................................... 45 
概要 ................................................................................................................. 45 
Telnet ............................................................................................................... 47 

View History ....................................................................................................... 47 
Connect – Local ................................................................................................... 47 
Connect – COM ポート .......................................................................................... 48 

Port Configuration ............................................................................................... 51 
Port Property Settings ........................................................................................... 52 
Advanced Settings ................................................................................................ 55 

User Management ................................................................................................ 62 
ユーザーアカウントの追加と削除 ............................................................................. 62 
ユーザーアカウントの編集...................................................................................... 64 

Direct Access ..................................................................................................... 65 
Session Info ......................................................................................................... 66 



3 

Sys Info .............................................................................................................. 67 
Log .................................................................................................................... 68 

第 7 章 リモートターミナル操作 ................................................................................. 70 
概要 ................................................................................................................. 70 
ハイパーターミナル .............................................................................................. 70 
Telnet ............................................................................................................... 72 

ログイン .............................................................................................................. 72 
SSH .................................................................................................................. 74 

ターミナルセッション（Linux） ................................................................................... 74 
サードパーティユーティリティ（Windows） ................................................................... 76 

第 8 章 バーチャルポートの管理 ............................................................................... 78 
概要 ................................................................................................................. 78 
ドライバのインストール .......................................................................................... 78 

Windows2000 以降の OS をお使いの場合 ................................................................. 78 
Windows98 をお使いの場合 ................................................................................... 80 
Linux 用 TTY ドライバのインストール ........................................................................ 80 

リアル COM ポートの管理 – Windows ...................................................................... 81 
画面構成 ............................................................................................................ 81 
メニューおよびツールバー ..................................................................................... 82 
ポートのマッピング/マッピング解除 .......................................................................... 86 

リアル COM ポートの管理 – Linux .......................................................................... 89 
バーチャルポートのマッピング/マッピング解除 ........................................................... 89 
バーチャルポートのネーミングルール ....................................................................... 89 

第 9 章 シリアルネットワークデバイスマネージャー ......................................................... 90 
概要 ................................................................................................................. 90 
インストール ....................................................................................................... 90 
操作方法........................................................................................................... 91 

ダイアログの画面構成 ........................................................................................... 91 
メニューバー ....................................................................................................... 92 

ボタンバー ......................................................................................................... 94 
シリアルトンネルの作成 ......................................................................................... 95 

シリアルトンネルの確立 ......................................................................................... 95 
シリアルトンネルの削除 ......................................................................................... 96 

第 10 章 LDAP サーバの設定................................................................................... 97 
はじめに ............................................................................................................ 97 
Active Directory ................................................................................................. 97 



4 

Windows2003 サーバーサポートツールのインストール ................................................. 98 
Active Directory スキーマスナップインのインストール ................................................ 98 
スタートメニューのショートカットエントリーの作成 ......................................................... 99 
Active Directory スキーマの拡張および更新 ............................................................ 99 
権限属性値 ....................................................................................................... 106 
権限文字列として使用されるアルファベット ............................................................. 106 
権限設定例 ....................................................................................................... 107 

OpenLDAP .......................................................................................................109 
OpenLDAP サーバのインストール ......................................................................... 109 
Open LDAP サーバの設定 ................................................................................... 110 
OpenLDAP サーバの起動 .................................................................................... 111 
OpenLDAP スキーマのカスタマイズ ....................................................................... 112 
LDAP DTI の構造および LDIF ファイル .................................................................. 113 
新しいスキーマの使用 ......................................................................................... 115 

付録 ...................................................................................................................116 
製品仕様..........................................................................................................116 
アドミニストレーターでログインできない場合 ..............................................................118 
IP アドレスの設定 ...............................................................................................119 

方法 1 .............................................................................................................. 119 
方法 2 .............................................................................................................. 120 

シリアルポートのピン配列 .....................................................................................121 
バーチャルモデム詳細 ........................................................................................122 

AT コマンドセット対応 ......................................................................................... 122 
S レジスタ対応 ................................................................................................... 126 

トラブルシューティング .........................................................................................128 
 

 



5 

 

FCC 

 

本製品は FCC Class A 装置です。一般家庭でご使用になると、電波干渉を起こすことがあ

ります。その際には、ユーザーご自身で適切な処置を行ってください。 

 

本製品は、FCC（米国連邦通信委員会）規則の Part15 に準拠したデジタル装置 Class A の

制限事項を満たして設計され、検査されています。この制限事項は、商業目的の使用におい

て、有害な障害が発生しないよう、基準に沿った保護を提供する為のものです。 

この操作マニュアルに従わずに使用した場合、本製品から発生するラジオ周波数により、他の

通信機器に影響を与える可能性があります。 

また、本製品を一般住宅地域で使用した場合、有害な電波障害を引き起こす可能性もあります。

その際には、ユーザーご自身の負担で、その障害を取り除いてください。 

 

RoHS 

 

本製品は『電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会

指令』、通称 RoHS 指令に準拠しております。 

 

SJ/T 11364-2006 
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安全にお使い頂くために 

 

一般的な注意事項 

◆ 製品に同梱されるドキュメントは全てお読みください。またドキュメント類は全て保存してくださ

い。 

◆ 製品に関する注意・説明に従って取り扱ってください。 

◆ 落下による事故・製品の破損を防ぐため、設置場所は不安定な面（台車、簡易的なスタンドや

テーブル等）を避けるようにしてください。 

◆ 製品が水に濡れるおそれのあるような場所で使用しないでください。 

◆ 製品は熱源の近く、またはその熱源の上などで使用しないでください。 

◆ 製品のケースには必要に応じて通気口が設けられています。通気口のある製品は、安定した

運用を行うため、また製品の過熱を防ぐために、開口部を塞いだり覆ったりしないでください。 

◆ 製品をベッドやソファ、ラグなどの柔らかいものの上に置かないでください。開口部が塞がれ、

適切な通気が確保できずに製品が過熱する恐れがあります。 

◆ 製品にいかなる液体もかからないようにしてください。 

◆ 電源プラグを電源コンセントから抜く場合は、乾いた雑巾でプラグ周りのホコリを掃除してくださ

い。液体やスプレー式のクリーナーは使用しないでください。 

◆ 製品はラベルに記載されたタイプの電源に接続して運用してください。電源タイプについて不

明な場合は、購入された販売店もしくは電気事業者にお問い合わせください。 

◆ 製品は相間電圧 230V の配電装置向けに設計されています。 

◆ お使いの装置への損傷を避けるためにも、すべての装置を適切に接地するようにしてくださ

い。 

◆ 製品付属の電源ケーブルは安全のために 3 ピンタイプのプラグを使用しています。電源コンセ

ントの形状が異なりプラグを接続できない場合には電気事業者に問い合わせて適切に処置し

てください。アース極を無理に使用できない状態にしないでください。使用される国/地域の電

源形状に従ってください。 

◆ 電源コードやケーブルの上に物を置かないでください。人が通行するような場所避けて電源コ

ードを設置してください。 

◆ 電源の延長コードや電源タップを使用する場合は、合計容量とコードまたはタップの仕様が適

合していることを確認してください。 
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◆ 突然の供給電力不安定や電力過剰・電力不足からお使いのシステムを守るために、サージサ

プレッサー、ラインコンディショナー、または無停電電源装置（UPS）をご使用ください。 

◆ システムケーブルや電源ケーブルは丁寧に取り扱ってください。これらのケーブル類の上には

何も置かないようにしてください。 

◆ 危険な電圧ポイントへの接触やショートによって、発火したり感電したりするおそれがあります

ので、キャビネットのスロットには何も挿入しないでください。 

◆ 装置をご自身で修理せず、何かありましたら技術サポートまでご相談ください。 

◆ 下記の現象が発生した場合、コンセントをはずして技術サポートに修理を依頼してください。 

 電源コードが破損した。 

 装置の上に液体をこぼした。 

 装置が雨や水にぬれた。 

 装置を誤って落下させた、ないしはキャビネットが破損した。 

 装置の動作に異変が見られる。（修理が必要です） 

 製品マニュアルに従って操作しているにもかかわらず、正常に動作しない。 

◆ 技術サポートの修理が必要となる故障が発生するおそれがありますので、製品マニュアルに従

って操作してください。 

◆ 「UPGRADE」と記載されている RJ-11 ケーブルを電話回線用モジュラージャックに接続しない

でください。 
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ラックマウントに関する注意事項 

◆ ラックでの作業を始める前に、スタビライザーがラックに固定され床に接していること、また、ラッ

ク全体が安定した場所に置かれていることを確認してください。作業前にフロントとサイドのスタ

ビライザーをシングルラックに取り付けるか、多機能ラックをフロントスタビライザーに取り付けて

ください。 

◆ ラックには下から上に向かって、一番重いアイテムから順番に取り付けてください。 

◆ デバイスを拡張する前にラックが水平で安定していることを確認してください。 

◆ デバイスレールのリリース用ラッチを押してラックからデバイスの出し入れをする際にはスライド

レールに指を挟まないようご注意ください。 

◆ デバイスがラックに挿入されたら、注意してレールをロックする位置までスライドしてください。 

◆ ラックに供給する AC 電源の分岐回路が過剰供給にならないようご注意ください。ラック全体の

電源負荷は分岐回路の 80％を越えないように設定する必要があります。 

◆ ラックにマウントされたデバイスは、電源タップも含め、すべて正しく接地されていることを確認

してください。 

◆ ラックへの通気を十分に確保してください。 

◆ 本製品で定められている保管温度を超えないように、ラックが設置されている場所の室温を調

節してください。 

◆ ラックに設置されているデバイスが動作している際に、デバイスを踏んだりデバイスによじ登っ

たりしないでください。 
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同梱品 

 

SN3101 製品パッケージには下記のアイテムが同梱されています。 

 

◆ SN3101 シリアルデバイスサーバー ×1 

◆ 電源アダプタ    ×1 

◆ DC ターミナルブロック   ×1 

◆ DIN レール用マウントキット  ×1 

◆ 英語版ユーザーマニュアル  ×1 

◆ 多言語版クイックスタートガイド  ×1 

◆ ソフトウェア CD   ×1 

 

 

上記のアイテムがそろっているかご確認ください。万が一、欠品または破損品があった場合は

お買い上げになった販売店までご連絡ください。 

 

本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しい使用法により、本製品および接続する機

器を安全にお使いください。 
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本マニュアルについて 

 

このユーザーマニュアルは、SN3101 に関する情報や使用法について説明しており、取り付

け・セットアップ方法、操作方法のすべてを提供します。 

マニュアル構成は下記のようになっています。 

 

第1章 はじめに：SN3101 を紹介します。特長および機能の概要および製品各部名称につい

て説明しています。 

 

第2章 ハードウェアセットアップ：製品のセットアップ手順について説明しています。 

 

第3章 ブラウザによるログイン：Web ブラウザを使った SN3101 へのログイン方法について説明

しています。 

 

第4章 管理メニュー：アドミニストレーターによる SN3101 の作業環境の設定方法について説

明しています。 

 

第5章 ポート操作モード：SN3101 の各操作モードとその使用方法について説明しています。 

 

第6章 COM ポートの管理：SN3101 の COM ポートの設定および管理方法の詳細について説

明しています。 

 

第7章 リモートターミナル操作：ハイパーターミナル、Telnet、SSH、PuTTY といったリモートタ

ーミナルセッションを使用した SN3101 へのアクセス方法について説明しています。 

 

第8章 バーチャルポートの管理：バーチャル COM ポートドライバのインストール方法、および

バーチャル COM ポートの設定・管理方法について説明しています。 

 

第9章 シリアルネットワークデバイスマネージャー：本製品ではシリアルポートの管理を簡単に

行うためにデバイスをグループ化することが可能です。本章では、シリアルネットワーク

デバイスマネージャーによるデバイスグループの作成とメンテナンス方法、また、アプリ

ケーション版の操作方法について説明しています。 
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第10章 LDAP サーバ設定：Active Directory や Open LDAP を使った SN3101 の認証および

権限設定の各方法について説明しています。 

 

 

付録   製品の仕様および関連する技術情報や操作方法について説明しています。 
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マニュアル表記について 

 

 

[   ] 

 

入力するキーを示します。例えば[Enter]はエンターキーを押します。複数

のキーを同時に押す場合は、[Ctrl] + [Alt]のように表記してあります。また

ホットキー操作のようにキーを連続して押す場合は、[Ctrl] , [Alt] , [Shift]

のようにコンマ（ , ）を挟んで表記してあります。 

 

1. 

 

番号が付けられている場合は、番号に従って操作を行ってください。 

 

◆ 

 

◆印は情報を示しますが、作業の手順を意味するものではありません。 

 

→ 

 

矢印は操作の手順を示します。例えばStart → Runはスタートメニューを開

き、Run を選択することを意味します。 

 
重要な情報を示しています。 
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第 1 章 

はじめに 
製品概要 

 

 SN3101 は、工業制御、データ収集、出入管理、環境モニタリング、端末など幅広い分野で使

用されているシリアルデバイスへのネットワークアクセスを可能にするシリアルデバイスサーバー

です。本製品によって、既存のシリアルデバイスを最新の通信システムで利用することができま

す。 

 

 更に、これらの工業用シリアルデバイスはネットワーク接続に対応していますので、お使いのコ

ンピュータがインターネットに接続できる環境であれば、SN3101 にはどこからでも – オフィスの

一角からでも、地球の裏側からでも - アクセスすることが可能です。 

 

 SN3101 では、様々なシステム要件に対応できるように、コンソールマネージメント、リアル COM、

TCP サーバ、TCP クライアント、UDP、Modbus、シリアルトンネル、バーチャルモデム等、バリエ

ーションに富んだ操作モードを提供しています。また、本製品はSMTP/SNMP トラップによるイベ

ント通知にも対応しているのが特長です。 

 

 SN3101 は PN9108 をはじめとする電源管理デバイス Power Over the Net™シリーズの製品との

併用も可能です。これによって、遠隔地にあるデータセンターのデバイス管理の利便性、信頼

性、そして効率性を向上させます。 

 

 SN3101 は既存のシリアル通信ソフトウェアとの互換性もありますので、現在お使いのソフトウェ

アも引き続きお使いいただけます。COM ポートまたは TTY ポートを使って動作するソフトウェア

であれば、SN3101 のリアル COM ドライバ、または TTY ドライバを使って TCP/IP 経由でシリア

ルデバイスにアクセスすることができます。これによって、ポート番号や延長距離といったハード

ウェアにまつわる制限をクリアすることもできます。 

 

 製品のセットアップは必要なケーブルを適切に接続するだけですので、簡単で時間もかかりま

せん。また、ブラウザベースの GUI メニュー、Telnet、VT コンソールターミナルセッション、

Windows ソフトウェアといった様々なメニューを提供しておりますので、設定や操作もスムーズに

行えます。 



14 

 

 SN3101 のファームウェアは弊社 Web サイトで提供しておりますので、最新版をダウンロードし

製品に適用することで最新の機能をご利用いただけます。このような最新の機能と高い操作性

を兼ね備えた本製品の導入によって、利便性、信頼性、コストパフォーマンスのいずれにおいて

も最高の状態でお使いのシリアルデバイスの一元管理を実現します。 
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特長 

 

◆ 工業用シリアルデバイスへのネットワーク経由でのアクセスを実現 

◆ ソフトウェア設定で RS-232/RS-422/RS-485 の 3 種のプロトコルに対応 

◆ 15KV ESD 保護機能 

◆ ボーレート最大 460Kbps、ハードウェア/ソフトウェア フロー制御対応 

◆ バリエーションに富んだシリアル操作モード – コンソールマネージメント、リアル COM、

TCP サーバ、TCP クライアント、UDP、Modbus、シリアルトンネルおよびバーチャルメディア 

◆ TCP サーバ、TCP クライアント、バーチャルモデム、シリアルトンネルの各操作モードで

128-bit SSL 暗号化通信によるセキュアなシリアルデータ転送を実現 

◆ リアル COM、TCP サーバ/クライアントの複数同時接続によって二重化に対応 

◆ 64Kb のポートバッファ機能により、ネットワーク障害時におけるシリアルパケットデータの損

失を防止 

◆ Real COM ドライバ対応 OS - Windows 2000/XP/2003/Vista、Linux 対応 TTY ドライバ付

属 

◆ Modbus Ethernet - シリアル通信対応(Modbus/TCP、Modbus/RTU、Modbus/ASCII)、シリ

アル Modbus デバイスのシームレスな統合を実現 

◆ CCデバイス管理ソフトウェア、PN0108やPN9108といった電源管理デバイスをはじめとする

ALTUSEN/ATEN シリーズの製品との親和性 – IP ベースでのアクセスにより、データセンタ

ーにおけるデバイスを幅広く管理することが可能 

◆ モデムエミュレーション機能－モデムベースのアプリケーションもインターネット経由で操作

可能 

◆ バーチャルターミナルサポート(VT320、VT52、VT100、VT220) 

◆ 対応文字コード - ISO646-US(US ASCII)、ISO8859-15(Latin-9) 

◆ 本体システム設定方法－Web ブラウザ、Telnet/SSH、Windows ユーティリティに対応 

◆ Web ブラウザまたは Web ユーティリティから、設定情報のバックアップ/リストア、およびファ

ームウェアのアップグレードが可能 

◆ マルチレベルユーザーログインおよびユーザー権限を提供 

◆ 便利な Windows ユーティリティ(2000/XP/2003/Vista 対応) - 自動検出、複数デバイスの

設定、モニタリングが可能 

◆ 外部サーバによるユーザー管理 - RADIUS、LDAP/LDAPS、Active Directory に対応 

◆ ネットワーク管理用に SNMP MIB II および RS-232 MIB を使用 

◆ SMTP、SNMP トラップによるイベント通知機能 
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制限事項とシステム要件 

 

◆ お使いのコンピュータに、Java 2 JRE 1.4.2 以降のバージョンがインストールされている必要

があります。インストールされていない場合は、Sun Java の Web サイトからダウンロードでき

ますので、事前にインストールをしておいてください。 

 

◆ 本製品に接続するデバイスには、以下のシリアルインターフェースのいずれかに対応して

いる必要があります。 

 RS-232 （プロトコルまたはターミナル操作） 

 RS-422 

 RS-485 

 

◆ バーチャル COM ポートドライバ（リアル COM ポート）が動作するには、Windows 2000 以上

の OS 環境が必要です。 

◆ Windows Vista（32 ビット版）がインストールされているコンピュータでは、アドミニストレータ

ーだけがバーチャルポートマネージメントユーティリティーを使用することができます。一般

のユーザーはマッピングされたリアル COM ポートしか操作することができません。 

◆ Linux TTY ドライバが動作するには、カーネル 2.6.19 以上の環境が必要です。 
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SN3101 フロントパネル 

 

 

 

No. 名称 説明 

1 
電源 LED ランプ 製品に電源が入っており、操作可能な状態である場

合、このランプは緑色に点灯します。 

2 

リンク LED ランプ 製品が LAN に接続されている場合、このランプは緑色

に点灯します。また、クライアントプログラムによってアク

セスされている場合は緑色に点滅します。 

3 

10/100 Mbps データ LED ラ

ンプ 

データ転送速度が 10Mbps である場合はオレンジ色に、

また、100Mbps である場合は緑色にそれぞれ点灯しま

す。 

4 

Tx/Rx (ACT) LED ランプ 製品に接続されているデバイスがオンラインである場

合、緑色に点灯します。また、データの通信中には緑色

に点滅します。 

5 接地線端子 接地線を取り付ける端子です。 

6 
シリアルポート RS-232/RS-422/RS-485 のいずれかに対応したデバイ

スをこのポートに接続して使用します。 

7 

リセットスイッチ このボタンを3秒以内押したままにすると、システムリセッ

トを行います。また、このボタンを3秒以上長押しすると、

設定内容が工場出荷時のデフォルト値に戻ります。 
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SN3101 リアパネル 

 

 

 

No. 名称 説明 

1 

DC 端子 DC 電源を直接使用する場合は、DC 電源から延びてい

る導線をここに接続します。 

 

注意：上図は DC 端子コネクタをセットアップしていない

状態のものです。 

2 
DC 電源ジャック AC アダプタを使用する場合は、アダプタのケーブルを

ここに接続します。 

3 
LAN ポート ネットワークに接続している LAN ケーブルをこのポート

に接続します。 
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第 2 章 

ハードウェアセットアップ 
 

セットアップの前に 

 

 

1. 機器の設置に際し重要な情報を p.6 に記載しています。作業の前に、必ず

目を通してください。 

2. 今から接続する装置すべての電源がオフになっていることを確認してくださ

い。 

 

 

マウント方法 

 

 本製品は様々なケースで便利にお使いいただけるように、壁や DIN レールにマウントすること

が可能です。マウントしてお使いいただく場合は、以下の手順で作業を進めてください。 
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壁へのマウント 

 製品を壁にマウントする場合は、以下の手順で作業してください。 

 

1. 製品に同梱されているマウント用キット付属の小さいほうのネジを使って、下図のようにマウ

ント用金具をユニットの背面に取り付けてください。 

 

 

注意： 製品に付属しているネジ以外のものを使用する場合は、シャンクの部分（ネジ部）

の長さが 4.5mm 以内のものをご用意ください。 

 

 

2. 製品に取り付けた金具を壁の適当な場所にネジ止めしてください。 
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DIN レールへのマウント 

 製品を DIN レールにマウントする場合は、以下の手順で作業してください。 

 

1. 「壁へのマウント」に記載されている手順 1 に従って、製品の背面にマウント用の金具を取り

付けてください。 

 

2. 製品に同梱されているマウント用キット付属の大きいほうのネジを使って、下図のように DIN

レール用金具をマウント用金具にネジ止めしてください。 

 

3. 製品を DIN レールにマウントしてください。 
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セットアップ 

 

 製品をセットアップする場合は以下の手順で作業を行ってください。 

 

1. DC 端子をお使いの場合は、下図のように DC 端子コネクタをブロックにネジ止めしてくださ

い。 

 

 

2. p.23 の図（図内における番号は操作手順に対応）を参照しながら、以下の手順で作業を行

ってください。 

a) ヌルモデムケーブルで製品のシリアルポートと、使用するシリアルデバイスを接続して

ください。 

注意： 本製品は RS-232、RS-422、RS-485 の 3 つのプロトコルに対応しており、

使用するプロトコルはソフトウェアで設定します。シリアルポートのピン配

列については p.121 をご参照ください。 

 

b) 製品に接地線を取り付け、適当な接地物に接地してください。 

 

c) ネットワークに接続している LAN ケーブルを製品の LAN ポートに接続してください。 

 

d) デバイスを DC 電源に接続してください。 

注意： p.23 の図ではすべての接続方法を説明しておりますが、実際に作業す

る場合は片方だけを選択してください。 

 

 以上で製品のセットアップは完了です。 
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接続図 
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第 3 章 

ブラウザによるログイン 
 

ログイン 

 

 本製品の操作は Web ブラウザを使って行います。製品にログインする際には、以下の手順で

操作してください。 

 

1. Web ブラウザを起動し、アクセスする SN3101 の IP アドレスを URL バーに入力してアクセス

してください。 

注意： 1. SN3101に設定されている IPアドレスは、そのデバイスの管理者にご確認

ください。 

2. アドミニストレーターの権限で最初にログインする場合、製品に IP アドレ

スを設定する必要があります。設定方法は全部で 2 つあります。詳細に

ついては p.119 をご参照ください。 

 

2. 「セキュリティの警告」ダイアログが表示されますので、この証明書を許可してください。 

 

3. 証明書を受け入れると、以下のようなログイン画面が表示されます。 

 

 

4. 製品で有効なユーザーネームとパスワードを入力し、「Login」ボタンを押してログインしてく

ださい。 

注意： アドミニストレーターの権限で最初にログインする場合は、デフォルトのユーザ

ーでログインしてください。（ユーザーネーム：administrator、パスワード：

password） セキュリティの観点からも、一度ログインしたあとでこのデフォルト

ユーザーを変更されることをお勧めします。（p.26「General」参照） 
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SN3101 メイン画面 

 

 ログインに成功すると、以下のようなメイン画面が表示されます。 

 

 

◆ 上部のメニューは右端の「Logout」アイコンを除いて、アドミニストレーターに操作が限定さ

れているメニューです。SN3101 の管理メニューについては第 4 章で詳しく説明します。 

 

注意： セッションを終了する場合は、必ずこの「Logout」アイコンをクリックしてください。 

 

◆ 左側のメニューは SN3101 の COM ポートの設定およびアクセスコントロールを行うメニュー

です。各ボタンの機能については第 5 章で詳しく説明します。 

 

◆ 管理メニューをご利用にならない場合は、第 4 章は読み飛ばしていただいてかまいません。

第 5 章以降にお進みください。 
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第 4 章 

管理メニュー 
 

概要 

 

 画面上部にあるアイコンバーで提供されている各メニューは、アドミニストレーターが SN3101

の作業環境の設定を行う際に使用します。 

 

 各アイコンの機能については以下のセクションで詳しく説明していきます。 

 

General 

 

「General」アイコンをクリックすると、以下のような画面が表示されます。 
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 画面は以下の 3 つの部分から構成されています。 

 

System Information 

 この部分にはお使いの SN3101 が所属するグループの名前が表示されます。また、この部分を

使って SN3101 に名前や説明を登録することができます。 

 

◆ SN3101 に「Device Group」を割り当てると、同時に SN3101 のグループの設定が可能になり

ます。グループ名を含む設定内容に関する詳細は、第 9 章の「シリアルネットワークデバイ

スマネージャー」をご参照ください。 

 

◆ SN3101 の各デバイスに名前をつけておくと、複数台の SN3101 をお使いの環境でデバイス

の識別が容易になります。 

 

注意： デバイスに対する名前や説明の設定は必須ではありませんが、SN3101 を複数お

使いの環境ではこれらの情報を設定しておくと便利です。 

 

Administrator 

 このセクションでは、アドミニストレーターのログインネームとパスワードを設定します。デフォル

トユーザーのユーザーネームおよびパスワードは以下のとおりです。 

 

◆ デフォルトアドミニストレーター：administrator 

◆ パスワード：password 

 

 セキュリティの観点からも、このデフォルトユーザーは早めに変更されることをお勧めします。 

 「Comments」の項目への入力は必須ではありません。これは、アドミニストレーターが備考を記

入する際にお使いいただけます。 

 

Connection Control 

 「Session Timeout」の項目にはタイムアウトまでの時間（分）を設定します。ログイン中のユーザ

ーがこの項目で設定された期間、操作を行わなかった場合、そのユーザーはシステムによって

自動的にログアウトし、セッションも自動的に終了します。有効な値の範囲は 0～255 分です。こ

の項目に 0 を設定するとこの機能を無効にします。デフォルトでは 3 分に設定されています。 
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Backup 

 

このメニューでは、SN3101 のシステムプロパティのバックアップおよびリストアを行い

ます。 

 

 

 

 お使いの SN3101 のシステムプロパティをバックアップする場合は、以下の手順に従って操作

してください。 

 

1. 設定ファイルのパスワードを、「Backup Configuration」の「Password:」の欄に入力し、「Save」

ボタンを入力してください。 

 

注意： このパスワードは、バックアップデータをリストアする際に必要になりますので、忘

れないように記録しておいてください。 

 

2. ダイアログボックスが表示され、「System.conf」ファイルの処理方法についてたずねられます

ので、「ディスクに保存する」を選択してください。 
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 システムプロパティのバックアップ内容をリストアする場合は、以下の手順に従って操作してく

ださい。 

 

1. リストアに使用するバックアップファイルを作成した際に設定したパスワードを、「Restore 

Configuration」の「Password：」の欄に入力してください。 

 

2. 「参照...」ボタンをクリックして、「ファイルの選択」ダイアログからリストアに使用する設定ファ

イル（System.conf）を選択してください。 

 

3. 「Restore」ボタンをクリックしてください。数秒経過すると、リストア処理中であることを表すメ

ッセージが表示されます。処理が完了すると、SN3101 は自動的にリセットを行います。リセ

ットが完了するとログイン画面が表示されますので、操作を続ける場合は、ログインしなおし

てください。 
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Network 

 

 このメニューでは、SN3101 のネットワーク関連の設定を行います。 

 

 

Service Ports 

 SN3101 がデータをリッスンするサービスポートを設定することができます。お使いの環境で使

用しているアプリケーションと競合している等、変更せざるを得ない理由がある場合を除いて、こ

の値はデフォルトのままお使いになることを推奨します。 
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 各サービスポートと、その機能は以下のとおりです。 

 

サービス ポート 説明 

HTTP 80 Web アクセス（非暗号化通信）で使用するポートです。 

HTTPS 443 Web アクセス（128-bit 暗号化通信）で使用するポートです。 

Telnet 23 Telnet 経由で SN3101 の設定メニューにアクセスする際に使用

するポートです。 

SSH 22 SSH 経由で SN3101 の設定メニューにアクセスする際に使用す

るポートです。 

Modbus 502 Modbus 操作モードでは、SN3101 のマスターデバイスが 502 番

の TCP ポートを使って SN3101 のスレーブデバイスにアクセスし

ます。 

Socket 5001 ベースソケットポート：SN3101 に接続されているシリアルデバイ

スに Telnet 経由でアクセスする際に使用するポートです。 

5101 ベースソケットポート + 100：SN3101 に接続されているシリアル

デバイスに SSH 経由でアクセスする際に使用するポートです。 

5301 ベースソケットポート + 300： SN3101 のマスターからのバーチ

ャルモデム接続を受け入れる際に使用するポートです。 

ベースソケットポート + 300： TCP 接続のリッスンや受け入れに

使用するポートです。 

 

注意： 1. 「Socket」の項目は、SN3101 の COM ポートに接続されたシリアルデバイスと

の通信に使用するポート番号を参照します。詳細については p.54 の

「Operating Mode」をご参照ください。 

2. 「Socket」の項目でベースソケットポートの番号を変更すると、それに関連す

る 2 つのポート番号も変わります。 

 

IP Installer 

 IP インストーラーの使用を有効または無効にする場合は、該当するラジオボタンを選択してくだ

さい。（IP インストーラーの詳細については p.119 の「方法 1」をご参照ください。） 

 

注意： 「View Only」のラジオボタンを選択すると、IP インストーラー上ではそのデバイス

が表示されますが、IP アドレスを変更することはできません。 
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IP Address 

 デフォルトでは、SN3101 が固定 IP アドレスを使用するように設定されています。なお、SN3101

のデフォルト IP アドレスは「192.168.0.60」です。 

 

◆ SN3101 で固定 IP アドレスを使用する場合は、「Primary IP」、「Primary Subnet Mask」、

「Gateway」、「Primary DNS Server」、「Alternate DNS Server」の各欄に、お使いのネットワ

ーク環境で有効な値をそれぞれ入力してください。 

 

◆ DHCP サーバを使って SN3101 の IP アドレスを割り当てる場合は、「Obtain an IP address 

automatically [DHCP]」の項目にチェックを入れてください。 

 

◆ SN3101 のメールレポート機能をご利用になる場合は、以下の手順に従って設定を行ってく

ださい。 

1. 「Enable report from the following SMTP Server」の項目にチェックを入れ、お使いの

SMTP サーバのドメイン名または IP アドレスを入力してください。 

注意： ドメイン名をお使いの場合は、プライマリ DNS サーバと代替 DNS サーバの

情報を入力してください。 

 

2. お使いのサーバで認証が必要な場合は、「My server requires authentication」の項目に

チェックを入れてください。 

 

3. 「Account Name」欄にアカウント名を、「Password」欄にパスワードを、「From」の欄にそ

のアカウントのメールアドレスをそれぞれ入力してください。 

注意： 「From」欄に指定できるメールアドレスは 1 つだけです。 

 

4. DHCP サーバによって SN3101 に割り当てられた IP アドレスをメール通知する場合、そ

の宛先となるメールアドレス（複数指定可）を「To」欄に入力してください。 

注意： 宛先となるメールアドレスが複数ある場合は、各メールアドレスをコンマ（,）

またはセミコロン（;）で区切ってください。 

 

5. 設定内容の入力が完了したら、「Update」ボタンをクリックしてください。この操作によっ

て、入力された内容がデバイスに反映され、DHCP サーバによって製品に割り当てられ

た IP アドレスが指定された宛先にメールで通知されます。 
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注意： お使いの SN3101 が DHCP サーバを使用しているネットワーク環境でセットアップ

されており、IP アドレスがご不明な場合は、p.119 に確認方法が記載されていま

すので、そちらをご参照ください。 

 

ANMS 

 

 このメニューでは、外部サーバを使った SN3101 へのログイン認証管理に関する設定を行いま

す。この画面は下図のように 4 つの部分から構成されています。 
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CC Management Settings 

 SN3101 へのアクセスを CC サーバ経由で行う場合は、「Enable CC Management」の項目にチ

ェックを入れ、「CC Server IP」欄に CC サーバの IP アドレスを、また、「CC Server Port」欄に CC

サーバの通信をリッスンするポートをそれぞれ入力してください。 

 

RADIUS Settings 

 SN3101 への認証を RADIUS サーバ経由で行う場合は、以下の手順に従って設定を行ってく

ださい。 

 

1. 「Enable RADIUS」の項目にチェックを入れてください。 

 

2. 「Primary RADIUS Server IP」から「Alternate RADIUS Server Port」までの各欄に、プライマ

リ RADIUS サーバと代替 RADIUS サーバの IP アドレスおよびポート番号をそれぞれ入力し

てください。 

 

3. 「Shared Secret」欄に、SN3101 と RADIUS サーバの間で使用する共有シークレットの文字

列を入力してください。 

 

4. 「Timeout」欄に、SN3101 が RADIUS サーバからの応答を待つ時間（秒）を入力してくださ

い。 

 

5. 「Retries」欄に、RADIUS サーバが処理を再試行する回数を入力してください。 

 

6. 設定内容を保存する場合は、「Save」ボタンをクリックしてください。 
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7. 下表を参考にしながら、RADIUS サーバにおけるユーザーのアクセス権限を設定してくださ

い。 

属性 説明 

U 

（User の略） ポートへのアクセス権限および設定権限を持っている

ことを表します。SN3101 を使用するユーザーにはこのオプションを

設定しなければなりません。 

T 
（True の略） 特定のポートに対するアクセス権限および設定権限

を持っていることを表します。 

F （False の略） ポートの設定権限がないことを表します。 

A 
（All の略） すべてのポートに対してアクセス権限および設定権限

を持っていることを表します。 

 

例：ユーザーの権限属性文字列が「U,T,1」と設定されている場合、このユーザーにはポー

ト 1 に対するアクセス権限および設定権限が与えられていることを表しています。 

 

注意： 1. 属性文字列はアルファベットの大文字、小文字を区別しません。どち

らで入力しても同じように機能します。 

2. 各文字はコンマで区切ってください。 

3. この文字列に RADIUS で無効な文字が含まれていると、そのユーザ

ーは SN3101 にアクセスできなくなりますのでご注意ください。 

 

 



36 

 

LDAP Settings 

 SN3101 への認証および権限設定をLDAP/LDAPS経由で行う場合は、下表を参照しながら設

定を行ってください。 

 

項目 アクション 

Enable LDAP 
LDAP/LDAPS による認証および権限設定を有効にする場合は、こ

の項目にチェックを入れてください。 

LDAP/LDAPS 
LDAP、LDAPS のうち使用するものをラジオボタンで選択してくださ

い。 

LDAP Server IP 
LDAP サーバ、または LDAPS サーバの IP アドレスを入力してくださ

い。 

LDAP Service Port 

LDAP サーバ、または LDAPS サーバのポート番号を入力してくださ

い。LDAP のデフォルトポート番号は 389、LDAPS のデフォルトポー

ト番号は 636 です。 

Base DN 
LDAP マネージャーがそのサーバに結合しているルートポイントで

す。 

Search DN 
検索ベースの識別名です。これはユーザーネームの検索を開始す

るドメイン名です。 

Admin User 
LDAP マネージャーのユーザーネームです。 

（この項目はオプションです。） 

Admin Pass 
LDAP マネージャーのパスワードです。 

（この項目はオプションです。） 

LDAP Timeout 
SN3101 が LDAP/LDAPS サーバとの通信を待機する時間（秒）で

す。 
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SNMP Settings 

 SNMP を使ってお使いのデバイスの管理を行う場合は、以下の手順に従って設定を行ってくだ

さい。 

 

1. 「Enable SNMP Agent」の項目にチェックを入れてください。 

2. 「Enable SNMP Agent」の項目にチェックを入れると、「Enable SNMP Trap」の項目が有効に

なります。SNMP トラップ機能をお使いになる場合は、この項目にチェックを入れてくださ

い。 

3. 「Community Name for Read」から「Community Name for Trap」までの各欄にパスワードを入

力してください。デフォルトでは「public」、「private」等の文字列が設定されていますが、こ

れをそれぞれ英数字 8 文字以内で変更されることを推奨します。 

4. 「SNMP Manager 1」から「SNMP Manager 4」までの各欄に、SNMP トラップイベントの自動通

知対象となるコンピュータの IP アドレスをそれぞれ入力してください。 

 

注意： 1. SN3101 の MIB 定義ファイルは、製品同梱の CD に収録されています。 

2. SNMP トラップ機能を利用すると、以下のイベントが発生した場合にメール通

知されます。 

◆ 警告文字列の検出 

◆ DHCP サーバによる IP アドレスの割り当て 

◆ ユーザーログイン/ログアウト 

◆ システムブート 

 

操作を終了し設定内容を保存する場合 

 各項目への入力がすべて終わり、設定内容を保存する場合は、「Save」ボタンをクリックしてく

ださい。 
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Date/Time 

 

このメニューでは、SN3101の日付および時刻を設定します。「Date/Time」アイコンをクリックす

ると、以下のような画面が表示されます。 

 

 SN3101 に現在設定されている日付および時刻は、「Current System Time」の欄に表示されま

す。また、「New System Time」の欄では、SN3101 の日付や時刻を設定する方法を選択します。 

選択できる項目は以下のとおりです。 

 

◆ 「Synchronize with computer time」 お使いのコンピュータの日付および時刻に同期しま

す。 

◆ 「Set manually」 日付および時刻を手動で設定します。 

◆ 「Synchronize with NTP server」 インターネット上にある NTP サーバの日付および時刻に

同期します。 
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注意： 1. 「Synchronize with computer time」の項目を選択すると、右側のテキ

ストボックスにお使いのコンピュータの日付および時刻が自動的に表

示されます。 

2. 「Set manually」の項目を選択した場合は、画面で指示されているフォ

ーマットに従って「Date」欄に日付を、「Time」欄に時刻をそれぞれ入

力してください。 

3. 「Synchronize with NTP server」の項目を選択した場合は、「Time 

Zone」欄のリストボックスから、お使いの SN3101 がセットアップされて

いる場所が属しているタイムゾーンを選択してください。SN3101 がフ

ァイアウォールの内側にセットアップされている場合は、ファイアウォ

ール側で NTP サーバとの通信に使用するポートを有効にする必要が

あります。 

 

◆ 入力した内容を保存する場合は「Save」ボタンをクリックしてください。 
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Firmware 

 

 このメニューでは、ファームウェアのアップグレードを簡単に行うことができます。新しいファー

ムウェアは、リリースされると弊社のダウンロードサイトに公開されます。このサイトに定期的にアク

セスして、製品のファームウェアを最新のバージョンにアップグレードしてください。 

 

 ファームウェアのアップグレードは以下の手順に従って作業してください。 

 

1. お使いのコンピュータから弊社ダウンロードサイトにアクセスし、製品型番リストから SN3101

を選択してください。 

2. 適用対象となるバージョン（通常は最新版）を選択し、そのファイルをダウンロードしてくださ

い。 

3. 手順 2 で使用したコンピュータで Web ブラウザを立ち上げて SN3101 にログインしてくださ

い。 

4. 「Firmware」アイコンをクリックしてください。このアイコンをクリックすると、以下のような画面

が表示されます。 

 

5. 「参照...」ボタンをクリックし、「ファイルの選択」ダイアログから手順 2 でダウンロードしたアッ

プグレードファイルを選択してください。 

6. 「Upgrade」ボタンをクリックしてアップグレードを実行してください。 

 

注意： 1. 画面上の「Check Firmware Version」の項目にチェックを入れると、現在イン

ストールされているファームウェアと、適用しようとしているファームウェアの

バージョンを比較します。このとき、適用しようとしているファームウェアのバ

ージョンのほうが古い、もしくは 2 つのバージョンが同じである場合は、

SN3101 のファームウェアを上書きしません。 

2. この項目にチェックが入っていない場合は、バージョンの比較を行わず、こ

の画面で指定したファームウェアファイルをインストールします。 
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第 5 章 

ポート操作モード 
 

概要 

 

 シリアルアプリケーションに幅広く対応できるように、SN3101 の COM ポートは数種類のポート操

作モードをサポートしております。本製品がサポートする操作モードは、デバイス制御セッション用

のバーチャルモデム、シリアルトンネル、コンソールマネージメント、リアル COM ポートの各操作モ

ード、また、ソケットアプリケーション用の TCP サーバ/クライアント、UDP、Modbus の各操作モード

です。各操作モードで実行可能な機能については、以下のセクションで説明しますので、そちらを

ご参照ください。 

 

コンソールマネージメント 

 コンソールマネージメントモードでは、複数のユーザーが SN3101 に対して Telnet または SSH セ

ッションを確立し、COM ポートに接続されているサーバもしくはシリアルデバイスを管理することが

できます。ユーザーは、ブラウザ Telnet 機能、ダイレクト Telnet セッション、SSH または PuTTY を使

用してログインすることが可能です。 

 

注意： 「Network」メニューで設定された「Socket」の値が、実際にデバイスがリッスンして

いるポートと一致していることをご確認ください。SN3101 のデフォルトでは、5001

に設定されています。（p.30「Network」、p.31「Socket」参照） 

 

リアル COM ポート 

 このモードでは、リモートユーザーが使用しているコンピュータにインストールされているバーチャ

ル COM ポートドライバを使用します。（バーチャルポート管理に関する詳細は第 8 章を参照）

SN3101 の COM ポートがこのモードに設定されると、そのポートに接続されているデバイスは、リモ

ートユーザーのローカルコンピュータにある COM ポートに直接接続されているデバイスを操作して

いるかのように表示されます。 
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 このモードでは、シリアル通信アプリケーション用のソフトウェアを使用することができますので、

POS ターミナル、バーコードリーダー、シリアルプリンタといったデバイスをお使いの場合に有効で

す。Power Over the Net™のような ALTUSEN シリーズの製品との併用も可能です。 

 SN3101 には、Windows 用のリアル COM ドライバと Linux 用の TTY ドライバが付属しています。

詳しいセットアップおよび操作方法については、第 8 章の「バーチャルポート管理」をご参照くださ

い。 

 

注意： リアル COM ポートモードでは、ダイレクトアクセス機能をサポートしています。

（p.65 参照） 

 

TCP サーバ/TCP クライアント 

 TCP モードは、ソケットプログラミングによって、シリアルデータを TCP プロトコル上で通信する安

定した通信レイヤーを提供します。 

 

TCP サーバ（ローTCP） 

 TCP サーバ（ローTCP）モードでは、双方向のデータ通信を行います。このモードでは、ホストコン

ピュータが SN3101 とのコンタクトを開始し、そのシリアルポートに接続を要求します。 

 接続が確立すると、ホスト側ではシリアルデバイスからのデータを受信します。ここから、ホストとデ

バイス間で双方向にデータ通信を行うことが可能です。なお、このモードでは 128-bit SSL 暗号化

通信に対応しています。 

 SN3101 では、このモードで最大 16 台のコンピュータからの同時接続を行うことができます。これ

によって、複数のコンピュータによるシリアルデバイスへの同時接続が可能になります。 

 

注意： 1. 「Network」メニューで設定された「Socket」の値が、実際にデバイスがリッス

ンしているポートと一致していることをご確認ください。SN3101 のデフォルト

では、5001 に設定されています。（p.30「Network」、p.31「Socket」参照） 

2. TCP サーバモードでは、ダイレクトアクセス機能をサポートしています。（p.65

参照） 
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TCP クライアント 

 TCP クライアントモードでは、SN3101 のシリアルポートにシリアルデータが受信されると、SN3101

はホストコンピュータにコンタクトし、ホストに対してシリアルデータの送信を開始します。SN3101 は、

最大 16 台のホストコンピュータに対してデータを同時に送信することができ、この操作モードでは

128-bit SSL 暗号化通信をサポートしています。 

 

UDP モード 

 UDP モードでは、TCP モードよりも高速で効率的な通信を行います。このモードでは、双方向の

通信を行い、シリアルデバイスは SN3101 の COM ポートを介して最大 16 台のコンピュータとのデ

ータ通信を行うことが可能です。 

 UDP モードでは、TCP モードのように完全なエラーチェックを行いませんので、メッセージ表示等

のリアルタイムアプリケーションには、データの正確性を最重視する TCP モードによりも UDP モード

のほうが適しています。 

 

Modbus 

 Modbus は同一ネットワーク上において複数のシリアルデバイスの間でのコミュニケーションを可能

にするマスター/スレーブモデルの概念を採用しています。これは、SCADA システムにおけるリモ

ートターミナルユニット（RTU）と監視コンピュータを接続する際によく使われます。 

 Modbus モードにおいて、SN3101 は個々のシリアル Modbus デバイスと接続するゲートウェイのよ

うな役割を果たします。Modbus マスターとして機能しますので、SN3101 はトランザクションを開始し、

スレーブは要求されたデータに対して応答をします。ここでの通信にはインターネットでの TCP を

使用しますので、SN3101 は従来の Modbus シリアル通信に見られた距離の制限をなくすことができ

ます。 

 

注意： Modbus RTU および Modbus ASCII の各モードでは、ダイレクトアクセス機能をサ

ポートしています。（p.65 参照） 
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バーチャルモデム 

 バーチャルモデムモードでは、SN3101 の COM ポートはモデムエミュレーションを行います。ポー

トは、リモートサーバとの通信に使用する本物のモデムのように機能します。このモードにすること

によって、シリアルモデムの通信用ソフトウェアは TCP/IP イーサネット接続によってシリアル操作を

行うことができます。このモードでは、データ転送用のポートアドレスを指定して、リモートサーバの

IP にダイヤルイン接続します。以下はその例です。 

  

atd 10.0.100.101:5000 

  

データ構造に関する詳細、および SN3101 のバーチャルモデムに関する機能は p.122 に記載さ

れていますので、そちらをご参照ください。 

 

注意： このモードでは、128-bit SSL 暗号化通信を行います。 

 

シリアルトンネル 

 シリアルトンネルの操作モードでは、イーサネット上における 2 台の SN3101 のダイレクト接続を可

能にします。シリアルトンネルは、マスター/スレーブの関係で動作し、片方のユニットはマスターと

して、もう片方はスレーブとして機能します。 

 

注意： この設定では、どちらをマスターにしても、スレーブにしても差し支えありません。 

 

 一方のユニットの COM ポートはコンピュータの COM ポートに接続し、もう一方のユニットの COM

ポートは、これからアクセスするシリアルデバイスに接続します。 

 2 つのユニットは互いに相手の IP アドレスとポートアドレスを使って通信します。ポートアドレスは

「Network」メニューの「Socket」の項目で設定します。詳細については、p.30「Network」、または

p.31「Socket」の内容をご参照ください。 

 

注意： 1. シリアルトンネルはブラウザメニューからは設定することができません。シリア

ルネットワークデバイスマネージャーをお使いください。（p.90 参照） 

2. このモードでは、128-bit SSL 暗号化通信を行います。 
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第 6 章 

COM ポートの管理 
 

概要 

 

 SN3101 にログインすると、メイン画面が表示されます。（p.25 参照）左側に表示されているメニュ

ーでは SN3101 の COM ポートの設定およびアクセスコントロールを行います。各ボタンの機能は下

表のとおりです。 

 

ボタン 
操作可能な 

ユーザー 
機能 

 

アドミニストレーターおよ

び操作権限のあるユーザ

ー 

「Serial Port Status」画面を表示します。これは、ロ

グイン直後に表示される画面と同じものです。

（p.25 参照） 

 

アドミニストレーターおよ

び操作権限のあるユーザ

ー 

「Telnet Selection」画面を表示します。このメニュー

では、アドミニストレーターおよび全ユーザーが

SN3101 への Telnet セッションをオープンして設定

メニューを表示したり、シリアルデバイスを COM ポ

ートに接続したりすることができます。詳細につい

ては p.47「Telnet」の内容をご参照ください。 

 

アドミニストレーターおよ

び操作権限のあるユーザ

ー 

このメニューでは、アドミニストレーターおよび操作

権限のあるユーザー（p.62 参照）が SN3101 の

COM ポートパラメータを設定することが可能です。

（p.51「Port Configuration」参照） 

（表は次のページに続きます） 
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ボタン 
操作可能な 

ユーザー 
機能 

 

全ユーザー このボタンは、操作するユーザーのレベルによって

呼び出す内容が異なります。 

 

 アドミニストレーターが操作した場合、ユーザ

ープロフィールの作成/編集/削除を行うこと

ができます。（p.62 参照） 

 一般ユーザーが操作した場合、自分自身の

パスワードおよび個人情報を変更することが

できます。（p.62 参照） 

 

注意：RADIUS サーバ（p.34 参照）経由でログイン

したユーザーは、ユーザー管理情報を参照するこ

とはできますが、その情報を変更することはできま

せん。 

 

アドミニストレーターのみ セキュリティ上の理由から、ダイレクトアクセスで

は、ユーザーがリアル COM、TCP サーバ（ロー

TCP）、Modbus スレーブの各操作モードに設定さ

れたポートにアクセスするのを制限します。（p.54

参照） 

 

アドミニストレーターのみ 現在SN3101にログインしているすべてのユーザー

に関する情報を参照することができます。（p.66 参

照） 

 

アドミニストレーターのみ SN3101 の設定に関する情報を表示します。（p.67

参照） 

 

アドミニストレーターのみ イベントログのダイアログボックスを表示します。こ

のダイアログでは、SN3101 で発生したすべてのイ

ベントに関する情報を参照することができます。

（p.68 参照） 

 

注意： これらのボタンは、操作できるメニューだけがアクティブになっています。 
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Telnet 

 

 SN3101 の設定メニューや SN3101 の COM ポートに接続されているデバイスにアクセスする場合

は、「Telnet」ボタンをクリックしてください。このボタンをクリックすると、以下のような画面が表示され

ます。 

 

 

注意： COM1 ポートを表示するためには、SN3101 の COM ポートがコンソールマネージ

メントモードに設定されていなければなりません。（p.54 参照） 

 

View History 

 SN3101 の COM ポートにおける Telnet 処理のログを参照する場合は、「View History」ボタンをク

リックしてください。発生したイベントが記録された画面が表示されます。操作が終わったら、お使い

のブラウザの「戻る」ボタンで「Telnet Selection」メニューに戻ってください。 

 

Connect – Local 

 Local をラジオボタンで選択し、「Connect」ボタンをクリックすると、以下のようなメイン画面が表示

されます。 
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 このメイン画面は、ブラウザでの設定管理メニューをテキストベースにしたものですので、各機能

の内容は本章および第 4 章をご参照ください。また、サブメニューの内容についてはブラウザメニュ

ーに関する記述をご参照ください。 

 

注意： 1. ブラウザベースのメニューと同様に、各機能へのアクセスはアドミニストレー

ターまたは操作権限が与えられているユーザーに限定されています。操作

権限のないメニューを選択しても何も表示されません。 

2. 一部の機能には「Exit」メニューがありません。この場合は、設定内容を変更

せずに[Enter]キーを 2 回押すと前の画面に戻ることができます。 

3. セッションが有効である限り、メインメニューはいつでも呼び出すことが可能

です。 

4. このメニューは、Telnet、SSH、PuTTY といったリモートターミナルセッション

からもアクセスが可能です。詳細については第 7 章の「リモートターミナル操

作」をご参照ください。 

 

 セッションを終了したら、メイン画面を起動し、[Q]キーを押してログアウトしてください。オフライン

になったことを確認したらウィンドウを閉じてください。 

 

Connect – COM ポート 

 COM ポートに接続されたデバイスにアクセスする場合は、COM1 を選択し、「Connect」ボタンをク

リックしてください。 

 

注意： COM1 の行を表示するためには、SN3101 の COM ポートをコンソールマネージメ

ントモード（p.54 参照）に設定する必要があります。 
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 接続すると、以下のような画面が表示されます。 

 

 

 

 コンピュータの接続中に、操作するターミナルセッションまたはコマンドラインに移動したい

場合は[Enter]キーを押してください。セッションを終了したらログアウトし、メイン画面を表示

する場合はサスペンドキーを押してください。 

 他のデバイスに接続している場合は、起動コマンドを入力してください。場合によっては、

[Enter]キーのみで操作を行うことができますが、それ以外の場合は該当するキー操作を行

ってください。例えば、PN9108に接続している場合は、[?] キーを3回押してから、 [Enter] 

キーを押します。セッションを終了したらログアウトし、メイン画面を表示する場合はサスペン

ドキーを押してください。 
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 サスペンドメニューを表示する場合は、[Ctrl]キーを押しながらサスペンド文字として割り当

てられているキーを押してください。このサスペンド文字はアドミニストレーターによって設定

されたものです。（p.54 参照）この画面では、サスペンド文字を正しく入力するよう促されま

す。前のページの例では、サスペンド文字列として D が割り当てられています。（前のペー

ジの図を参照）サスペンドメニュー画面は下図のような画面です。 

 

 接続されたデバイスに対して「Send Break」コマンドを実行する場合は、[1]キーを押し

てください。これは、Sun システムを OK モードにする場合に使用します。 

 メインメニューを起動する場合は[Q]キーを押してください。このメニューは「Connect - 

Local」で説明したものと同じです。詳細については p.47 をご参照ください。 

 

 Telnet セッションを終了したら、メインメニューを起動し、[Q]キーを押してログアウトしてください。

オフラインになったことを確認したらウィンドウを閉じてください。 
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Port Configuration 

 

 アドミニストレーター、およびポートの設定権限が与えられているユーザー（p.62 参照）は、

「Port Config」ボタンを押して「Port Configuration」画面を起動することで SN3101 の COM（シリア

ル）ポートの操作パラメータを設定することができます。 

 

 

 SN3101 の COM ポートのシリアル通信パラメータを設定する場合は、「Property Settings」ボタ

ンをクリックして「Port Property Settings」画面を表示してください。 
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Port Property Settings 

 設定できるプロパティの内容は下表のとおりです。 

 

項目 内容 

Port ID 

SN シリーズの各ポートにはポート IDが割り当てられます。この項

目における値は現在設定中のポートを表しています。SN3101 で

はポートは 1 つしかありませんので、値は COM1 となります。 

Port Name 
この項目を編集することで、ポートに名前をつけることができま

す。 

Interface 

ポートに割り当てるシリアルインターフェースの種類をリストから

選択してください。設定できる内容は、RS-232、RS-422、

RS-485(2-wires)です。 

Baud Rate 

この項目にはポートのデータ転送速度を設定します。リストから

は 300～460800 間の値を選択できます。（設定項目の内容を確

認する場合はリストをドロップダウンさせてください）接続された

デバイスのボーレート設定に合うように、内容を設定してくださ

い。デフォルトでは 9600 に設定されています。（9600 は多くのデ

バイスで採用されている基本的な設定です。） 

Data Bits 

この項目には 1 文字のデータを転送する際に使用するビット数

を設定します。設定できる内容は、5、6、7、8 です。接続された

デバイスのデータビット設定に合うように、内容を設定してくださ

い。デフォルトでは 8 に設定されています。（8 は大半のシリアル

デバイスにおけるデフォルト値です。） 

Parity 

このビットは、転送データの整合性をチェックします。設定できる

内容は、None、Odd、Even、Mark、Space です。接続されたデバ

イスのパリティ設定に合うように、内容を設定してください。デフ

ォルトでは None に設定されています。（None は大半のシリアル

デバイスにおけるデフォルト値です。） 

（表は次のページに続きます） 
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項目 内容 

Stop Bits 

これは文字が転送されたことを表すものです。接続されたデバイ

スのストップビット設定に合うように、内容を設定してください。設

定できる内容は、1、1.5、2 です。デフォルトでは 1 に設定されて

います。（1 は大半のシリアルデバイスにおけるデフォルト値で

す。） 

Flow Control 

この項目ではデータフローの制御方法を選択することができま

す 。 設 定 で き る 内 容 は 、 None 、 Hardware(RTS/CTS) 、

XON/XOFF です。接続されたデバイスのフロー制御の設定に

合うように、内容を設定してください。デフォルトでは None に設

定されています。 

Enable Toggle DTR 

このパラメータを有効にすると、ポートが使用中である場合に

DTR 信号を無効または有効に切り替えることができます。設定

できる内容は、No、Yesです。デフォルトではNoに設定されてい

ます。 

 

注意：一部のデバイスでは、設定を確実に有効にするために、

最初に DTR 機能を一旦無効（「No」を選択してから「Update」を

クリック）にしてから再度有効（「Yes」を選択してから「Update」を

クリック）にする必要があります。 

Online Detect 

DSR 信号がオンライン状態を検出するかどうかを選択することが

できます。設定できる内容は、None、DSR です。デフォルトでは

DSR に設定されています。 

Out CRLF Translation 

CRLF、CR のどちらを送信するかを選択することができます。設

定できる内容は、None（CRLF を送信）、CRLF to CR（CRのみを

送信）です。デフォルトでは None に設定されています。 

 

注意：お使いのデバイスの出力形式がダブルスペース（行間を1

行あけて出力）である場合、LF が自動的に CR に追加されま

す。その場合は CRLF to CR を選択してください。 

（表は次のページに続きます） 
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項目 内容 

Suspend Character 

Telnet セッションでサスペンドメニューを起動する際に使用する

文字です。（p.47「Telnet」参照） 

 

注意：入力可能な文字列は H、I、J、M を除いたアルファベットで

す。上記 4 つの文字は設定できませんので、ご注意ください。 

Operating Mode 

リストを展開して、使用する操作モードを選択してください。操作

モードに関する詳細は第 5 章の「ポート操作モード」に記載され

ています。 

 

注意：シリアルトンネルはブラウザメニューからは設定できませ

ん。この内容に設定する場合はシリアルネットワークデバイスマ

ネージャーをお使いください。（p.90 参照） 

Enable Data Encode 

データをネットワーク上で通信する前に、この項目にチェックを

入れて 128-bit SSL 通信を有効にしてください。この機能は、

TCP サーバ、TCP クライアント、バーチャルモデム、シリアルトン

ネルの各操作モードでそれぞれお使いいただけます。 

Timeout 

この機能を使って設定された一定の時間、ユーザーからの入力

がない場合、他のユーザーが使用できるようにこのポートは解放

されます。 

Authorized Operators 

この項目には、そのポートの操作権限を持つユーザーネームが

表示されます。（p.62 参照）なお、この項目は読み取り専用です

ので、この画面で変更することはできません。 

 

◆ 設定内容の変更が終わったら、「Update」ボタンをクリックして内容を保存してください。 

◆ 設定内容の変更を中止する場合は、このページから別のページに移動してください。 
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Advanced Settings 

 お使いの設定モードによっては、このほかにも設定を必要とされるものがあります。この場合は、

「Port Config」ボタンをクリックして「Port Configuration」画面（p.51 参照）を表示し、「Advanced 

Settings」ボタンをクリックしてください。 

 この詳細設定が必要な操作モードは、コンソールマネージメント、TCP クライアント、UDP モー

ド、Modbus の各モードです。詳細設定画面の説明については以下のセクションをご参照くださ

い。 

 

◆ コンソールマネージメント 

「Port Alert Settings」画面では、SN3101 のポートに接続されているデバイスにおけるイベン

ト通知機能を提供します。 

 

デバイスに再起動を必要とする致命的なエラーが発生した、または、SNTP トラップのトリガ

ーとなるイベントが発生した等、デバイスに関連する問題が発生した場合は、シリアルポー

トを介して SN3101 の COM ポートにデバッグメッセージを送信することが可能です。 
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SN3101 がそのようなメッセージを受信した際には、SNMP トラップアラート、またはユーザー

にエラーの内容を通知するメールを送信することが可能です。ここでは、最大 10 種類のア

ラートを定義することができます。 

 

アラート通知を行うポートを設定する場合は、以下の手順に従って操作してください。 

 

1. 「Alert String 1」から「Alert String 10」までの各欄に、通知を希望するアラートを定義し

てください。 

 

2. 「Enable report from the following SMTP Server」の項目にチェックを入れ、「SMTP 

Server」の項目にお使いの SMTP サーバの IP アドレス、ないしはドメイン名を入力して

ください。 

 

3. お使いのサーバで認証が必要な場合は、「My server requires authentication」の項目

にチェックを入れてください。 

 

4. 「Account Name」、「Password」、「From」の各欄に適当なアカウント情報を入力してくだ

さい。 

注意： 「From」の欄に指定できるメールアドレスは 1 つだけです。 

 

5. 「To」欄に、レポート送信の宛先となるメールアドレス（複数指定可）を入力してくださ

い。 

注意： メールアドレスを複数指定する場合は、各アドレスをコンマ、またはセミ

コロンで区切ってください。 

 

6. 設定内容の入力が完了したら、「Update」ボタンをクリックして内容を保存してくださ

い。 

 

この画面でのアラートの設定を行うと、そのアラートに該当するイベントが発生するたびにそ

の内容が通知されます。 
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◆ TCP クライアント 

このモードでは、シリアルデータが SN3101 のシリアルポートから転送された際に、SN3101

は最大 16 台のホストと双方向の TCP 接続を確立し、それと同時に、シリアルデータを各ホ

ストに送信します。「TCP Client Settings」画面では、SN3101 の通信対象となるホストのアド

レスおよびポートを設定することができます。 

 

 

設定を行う場合は、以下の手順に従って操作を行ってください。 

 

1. 「Destination Host」の欄に、SN3101 の通信対象となるデバイスのホストネーム、または

IP アドレスを入力してください。 

2. 「Port」の欄に、デバイスが SN3101 からのデータをリッスンするポート番号を入力してく

ださい。 

3. 各項目への入力が完了したら、「Save」ボタンをクリックし、設定内容を保存してくださ

い。 
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◆ UDP モード 

このモードでは、SN3101 は指定された UDP ポートでシリアルデータをリッスンします。また、

SN3101 は指定された IP アドレスおよびポート番号にしたがってUDP データグラムを複数の

ホストに送信します。「UDP Mode Settings」画面では、SN3101 の通信対象となるホストのア

ドレスおよびポート番号を設定することができます。 

 

 

アドレスやポート番号を設定する場合は、以下の手順に従って操作してください。 

 

1. 「Listen Port」の欄に、SN3101 がデータをリッスンするポート番号を入力してください。 

2. 「Host Start」の欄に、SN3101 のデータ送信の始点となる IP アドレスを入力してくださ

い。 

3. 「Host End」の欄に、SN3101 のデータ送信の終点となる IP アドレスを入力してくださ

い。 
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4. 「Port」の欄に、ホストが SN3101 からのデータをリッスンするポート番号を入力してくだ

さい。 

5. 入力が完了したら、「Save」ボタンをクリックして設定内容を保存してください。 

 

◆ Modbus 

｢Modbus Settings｣画面では、COM ポートが Modbus モードに設定された際に SN3101 がイ

ンターネット上で通信する Modbus デバイスのデータ通信チャネルを設定することができま

す。 
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設定項目は下表のとおりです。 

 

項目 内容 

Initial Delay Time 

SN3101 が起動した後から Modbus が起動するまでの間に待機

する時間を表します。この時間を使って、接続されたデバイス

（PLC、IED 等）は初期化を行います。 

Remote Slave IP* 
COM ポートが Modbus スレーブとして設定されている（Modbus

スレーブが接続されている）SN3101 の IP アドレスです。 

TCP Port* 

COM ポートが Modbus スレーブとして設定されている SN3101 が

データをリッスンするポートです。デフォルトのポート番号は 502

です。 

ID Range* 

COM ポートが Modbus スレーブとして設定されている SN3101 に

接続されているデバイス（PLC、IED 等）の台数の範囲です。

Modbus マスターに設定されている SN3101 は、ホストから送信さ

れたパケットで定義された ID に基づいて、どの SN3101  

Modbus スレーブと通信するかを決定します。 

Auto Slave Unit ID 

◆ Enabled：マスターの Modbus デバイスからの Modbus データ

は、Modbus パケットに含まれている Modbus ID を変更する

ことなくシリアルポートを経由して出力されます。 

◆ Disabled：マスターの Modbus デバイスからの Modbus デー

タは、Modbus パケットに含まれている Modbus ID をユーザ

ー定義の ID に変更してシリアルポートを経由で出力されま

す。この設定を行う場合は、定義する ID を 1～247 の範囲

で設定してください。 

Character Timeout 

このパラメータは、SN3101 が Modbus RTU モードで設定されて

いる場合に使用します。これは、Modbus がパケットの始点およ

び終点を認識する際に使用するものです。有効な値の範囲は 0

～3000ms です。0 を設定すると、SN3101 は標準 Modbus タイム

アウトの値を使用します。 

（表は次のページに続きます） 
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項目 内容 

Message Timeout 

このパラメータは、SN3101 が Modbus RTU/ASCII モードで設定

されている場合に使用します。Modbus デバイスがここで設定さ

れた時間以内にレスポンスを受け取らなかった場合は、通信が

タイムアウトします。有効な値の範囲は 10～3000ms です。 

Modbus/TCP Exception 

この項目を「Yes」に設定すると、Modbus 操作中にメッセージタイ

ムアウト等の問題が発生した場合にエラーメッセージ（TCP 例外

コード）を生成します。 

 

* これらの項目は、SN3101 の COM ポートが Modbus マスターとして設定されている

（Modbus マスターデバイスが接続されている）場合にのみ設定が必要です。 
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User Management 

 

 「User Manager」ボタンをクリックすると、｢User Management｣画面に遷移します。この機能に初

めてアクセスする場合、また、アカウントが 1 つも作成されていない場合には、以下のような画面

が表示されます。 

 
 

 ユーザーアカウントの登録を開始する場合は、「New」ボタンをクリックしてください。 

 ユーザーアカウントが既に登録されている場合は、以下のような｢User Manager｣画面が表示さ

れます。 

 

 

 この画面では、アドミニストレーターがユーザーアカウントの追加、編集および削除を行うことが

できます。本製品では最大 15 ユーザーのアカウントを作成することが可能です。ユーザーがロ

グインできるように、ここでユーザーネームとパスワードを設定してください。 

 

ユーザーアカウントの追加と削除 

◆ ユーザーアカウントを追加する場合は、「Add」ボタンをクリックしてください。 

◆ ユーザーアカウントを削除する場合は、対象となるユーザーをラジオボタンで選択し、

「Delete」ボタンをクリックしてください。 
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 「Add」ボタンをクリックすると、以下のような画面が表示されます。 

 

 

1. 「Username」の欄に追加するユーザーのユーザーネームを、また、「Password」の欄にその

ユーザーのパスワードを、それぞれ半角英数字 16 文字以内で入力してください。 

 

2. 「Reenter password」の欄に、先ほど入力したパスワードと同じ文字列を入力してください。 

 

3. そのユーザーに関連するコメントを追加したい場合は、「Comments」の欄にその内容を入

力してください。（オプション） 

 

4. ユーザーにポート設定権限を与える場合は、「Port Config Permission」の項目にチェックを

入れてください。(p.51｢Port Configuration｣参照）ポート権限を与えない場合は、この項目

はそのままにしておいてください。 

 

5. ユーザーにポート状態の参照や、ポートに対するデータ通信を許可する場合は、「Enable」

の欄にチェックを入れてください。 

 

6. 上記で述べた項目以外の部分は、「Port Properties」画面における設定項目ですので、こ

の画面では読み取り専用になっています。(p.52｢Port Property Settings｣参照） 

注意： 表中の「Shared」列に「Yes」と表示されているポートは、他のユーザーが操作

権限を持っていることを表しています。 

 

7. 変更内容を保存する場合は、「Add」ボタンをクリックしてください。 
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ユーザーアカウントの編集 

1. 編集の対象となるユーザーを選択し、「Edit」ボタンをクリックしてください。そのユーザーの

「User Information」画面が表示されます。 

 

2. 設定を新しい内容に選択または編集してください。 

 

3. 変更内容を保存する場合は、「Update」ボタンをクリックしてください。 

 

4. 変更内容を保存せずにこの画面での操作を終了する場合は、「Back」ボタンをクリックしてく

ださい。 
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Direct Access 

 

 ダイレクトアクセス機能は、操作モードがリアル COM、TCP サーバ、Modbus スレーブのいずれ

かに設定されている COM ポートで有効です。(p.54｢Operating Mode｣参照） 

 

 ここに IP アドレスが設定されていない場合は、全ホストが SN3101 の COM ポートに対して

TCP/IP セッションをオープンし、データ転送に SN3101 の IP アドレスやソケットポートを使用する

ことが可能です。 

 しかし、ここに IP アドレスが設定されている場合は、TCP/IP セッションのオープンやポートへの

アクセスは IP アドレスが指定されたホストのみに制限されます。 

 関連ポートへのダイレクトアクセスに制限を課す場合は、アクセスを許可する IP アドレスを入力

してください。 
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Session Info 

 「Session Info」ボタンをクリックすると、以下のような「Active Sessions」画面が表示されます。 

 

 

 

 この画面では、アドミニストレーターが、SN3101 に現在ログインしているユーザーと、各ユーザ

ーのセッション情報を一度に確認することができます。 

 また、この画面では、ユーザーを選択し「End Session」ボタンをクリックすることで、特定のユー

ザーを強制的にログアウトさせることも可能です。 
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Sys Info 

 「System Information」画面では、SN3101 における全設定項目およびその内容を確認すること

が可能です。 
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Log 

 「Log」ボタンをクリックすると、以下のような「Event Log」画面が表示されます。 

 

 

 SN3101 は、内部で発生したイベントのログファイルを保持しています。この画面の検索条件を

使って、参照するログの範囲を絞り込むことができます。 

 

◆ 当日発生したログのみを参照する場合は、「Today」のラジオボタンを選択し「OK」ボタンを

クリックしてください。 

◆ ログファイルに書き込まれたすべてのイベントログを参照する場合は、「All」のラジオボタン

を選択し「OK」ボタンをクリックしてください。 

◆ ある特定期間のイベントログを参照する場合は、「From」の欄に対象となる期間の開始日を、

また、「To」の欄に対象となる期間の終了日をそれぞれ入力し、「Select」のラジオボタンを

選択してから「OK」ボタンをクリックしてください。 

 

注意： ログファイルの最大行数は 512 です。ログの内容がこの行数に達した場合、最も

古いログの内容が削除され、新しいログの内容が追加されます。 
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 「Event Log」画面で検索項目を入力して「OK」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示され

ます。 

 

 

 イベント一覧での内容の確認が終わったら、必要に応じて以下の操作を行ってください。 

 

◆ 「Event Log」画面に戻る場合は、「Back」ボタンをクリックしてください。 

◆ ログファイルの内容をすべて消去する場合は、「Clear All」ボタンをクリックしてください。 

◆ ログ参照を終了する場合は、別の機能のボタンをクリックしてください。 
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第 7 章 

リモートターミナル操作 
 

概要 

 

 SN3101 には、ハイパーターミナル、Telnet、SSH、PuTTY を使用してリモートターミナルセッショ

ン経由でアクセスすることが可能です。方法については以下のセクションで詳しく説明していき

ます。 

 

ハイパーターミナル 

 

 ハイパーターミナルは Windows 付属のアプリケーションで、SN3101 との Telnet セッションを確

立する際に使用します。以下の手順に接続して SN3101 との接続を確立してください。 

 

1. お使いのコンピュータで、以下の手順に従ってハイパーターミナルを起動してください。 

[スタート] → [プログラム] → [アクセサリ] → [通信] → [ハイパーターミナル] 

 

このアプリケーションを起動すると、以下のような画面が表示されます。 
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2. SN3101 との接続につける名前を「Name」の欄に入力してください。（本マニュアルでは、

「SN3101」という名前を使用します）また、その接続を表すアイコンを「Icon」の部分から選択

し、「OK」ボタンをクリックしてください。以下のようなダイアログが表示されます。 

 

3. 「Connect using」のリストから「TCP/IP (Winsock)」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてくださ

い。ハイパーターミナルが Telnet セッションをオープンし、ユーザーネームとパスワードを入

力してログインすると、SN3101 のメイン画面を呼び出すことができます。Telnet 操作につい

ては p.47 の「Telnet」をご参照ください。 

注意： SN3101 の COM ポートに接続されているデバイスを制御する場合は、「Port 

Number」（上図の例では 23）の部分に表示されているポート番号を、

「Network」メニューの「Socket」で設定したポート番号に置き換えてください。

(p.30｢Service Ports｣参照） 

 

4. ハイパーターミナルを終了する場合は、入力内容を保存してください。次回、プログラムを

起動した際には、「File」メニューの下に「Open」サブメニューが表示され、セットアップの部

分が省略されてプログラムが直接起動します。 
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Telnet 

 

ログイン 

1. お使いのコンピュータで、ターミナル（コマンドライン）セッションを開いてください。 

 

2. プロンプトで、以下の構文にしたがってコマンドを入力して telnet を起動してください。なお、

[IP アドレス]の部分には、SN3101 の IP アドレスを入力します。（左右のカッコは入力不要で

す。） 

telnet [ IP アドレス ] 

 

注意： デフォルトの Telnet ポートは 23 です。SN3101 の COM ポートに接続されてい

るデバイスを制御する場合は、「Port Number」（上図の例では 23）の部分に表

示されているポート番号を、「Network」メニューの「Socket」で設定したポート

番号に置き換えてください。(p.30｢Service Ports｣参照）例えば、「Socket」の欄

に設定されているポートが 5001 の場合、コマンドラインからは以下のように入

力します。 

telnet [ IP アドレス ] 5001 

 

3. [Enter]キーを押してください。キーを押すと、以下のような画面が表示されます。 
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4. ログインプロンプトで、ユーザーネームとパスワードを入力してください。 

注意： ログインプロンプトが表示されない場合は、Telnet セッションメニューバーにあ

る「Terminal/Preferences」をクリックし、「VT-100/ANSI」を選択してください。 

 

 そのデバイスへの Telnet セッションが確立すると、SN3101 のメインメニューが表示されます。

Telnet 操作については p.47「Telnet」をご参照ください。 
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SSH 

 

ターミナルセッション（Linux） 

1. お使いのコンピュータでターミナル（コマンドライン）を開いてください。 

 

2. プロンプトで、SN3101 に設定されたユーザーネームと SN3101 の IP アドレスを以下の構文

に従って入力してください。 

ssh [ ユーザーネーム@IP アドレス ]  

 

3. [Enter]キーを押してください。 

 

4. パスワード用のプロンプトが表示されたら、SN3101 に設定されたパスワードを入力してくだ

さい。デバイスへの SSH 接続が確立すると、以下のような SN3101 のメインメニューが表示さ

れます。 

 

 

このメニューは、Telnet セッションで表示されるメインメニューと同じものです。（Telnet 操作

については p.47「Telnet」を参照） 
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注意： デフォルトの SSH ポートは 22 です。SN3101 の COM ポートに接続されている

デバイスを制御する場合は、「Port Number」（上図の例では 23）の部分に表

示されているポート番号を、「Network」メニューの「Socket」で設定したポート

番号に置き換えてください。(p.30｢Service Ports｣参照）例えば、「Socket」の欄

に設定されているポートが 5101 の場合、コマンドラインからは以下のように入

力します。 

SSH [ ユーザーネーム@IP アドレス ] -P 5101 
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サードパーティユーティリティ（Windows） 

 PuTTY（フリーの Win32/Unix 用 Telnet/SSH クライアントソフトウェア）のようなサードパーティの

ソフトウェアを使って SSH セッションを Windows 上で実行することができます。PuTTY を使って

SSH 接続を行う場合は、以下の手順に従って操作してください。 

 

1. 「Host」の名前欄に、接続するサーバのインターネットホスト名を入力してください。 

 

 

2. 「Protocol」の項目で、「SSH」のラジオボタンを選択してください。 

3. ダイアログの下部にある「Open」ボタンをクリックしてください。 

4. 接続に成功したら、ログインプロンプトで SN3101 のユーザーネームとパスワードを入力して

ください。 

注意： ユーザーネームの入力を誤った場合、SSH プロトコルでは修正をすることがで

きません。この場合は、PuTTY を終了し、もう一度起動してください。 

 

 そのデバイスとのSSH接続が確立すると、SN3101のメインメニューが表示されます。このメ

ニューは、Telnetセッションで表示されるメインメニューと同じものです。（Telnet操作につい

ては p.47「Telnet」を参照） 
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注意： デフォルトの SSH ポートは 22 です。SN3101 の COM ポートに接続されているデ

バイスを制御する場合は、「Port Number」の部分に表示されているポート番号

を、「Network」メニューの「Socket」で設定したポート番号に置き換えてください。

(p.30｢Service Ports｣参照）例えば、「Socket」の欄に設定されているポートが 5101

の場合、コマンドラインからは以下のように入力します。 

SSH [ ユーザーネーム@IP アドレス ] -P 5101 
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第 8 章 

バーチャルポートの管理 
 

概要 

 

 SN3101 では、バーチャル COM ポートに対応しています。セットアップに必要となる、Windows

用のリアル COM ポートドライバ、および Linux 用の TTY ドライバは、それぞれ製品に同梱されて

いるソフトウェア CD に収録されています。ローカルコンピュータでドライバを実行することによっ

て、SN3101 の COM ポートに接続されているデバイスは、そのローカルコンピュータの COM ポ

ートに直接接続されているような感覚でお使いいただけます。データ転送は、ローカルコンピュ

ータのバーチャル COM ポートと SN3101 の COM ポートに接続されたデバイスとの間でインター

ネットを介して行われます。 

 

注意： 操作モードがリアル COM ポートとして指定されたポートだけがバーチャルポート

として設定することができます。詳細については、p.54「Operating Mode」をご参

照ください。 

 

 このモードは、POS ターミナル、バーコードリーダー、シリアルプリンタ等のシリアルデバイスを

使用する際に有用な機能です。更に、このモードを使用すると、ALTUSEN シリーズの電源管理

システム（PN9108 等）との併用も可能です。 

 

ドライバのインストール 

 

 バーチャル COM ポート管理メニューを使用する場合は、ALTUSEN バーチャル COM ポートド

ライバをインストールする必要があります。ドライバのインストールを行う場合は、以下の手順に

従って作業してください。 

 

Windows2000 以降の OS をお使いの場合 

 Windows2000 以降の OS に対応したドライバをインストールする場合は、以下の手順に従って

作業してください。 
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1. お使いの SN3101 に同梱されているソフトウェア CD の中に、「SN3101 Virtual Port 

vxxx.exe」というファイルがあることを確認してください。 

注意： 上記の「vxxx」の部分は、ドライバのバージョン番号を表します。ソフトウェア

CD に収録されているファイルには、そのファイルの実際のバージョン番号が

表示されています。 

 

2. 上記のファイルをダブルクリックして、インストールを開始してください。インストーラーが起

動すると、以下のようなダイアログが表示されます。 

 

 

3. 「Next」ボタンをクリックして次に進んでください。 

4. ソフトウェア使用許諾契約の内容をご確認いただき、同意いただける場合は「Yes」ボタンを

押してください。 

5. 各ダイアログに表示される指示に従ってインストールを進めてください。 

 

ドライバのアンインストール 

 ドライバをアンインストールする場合は、以下の手順に従って作業を行ってください。 

 

1. Windows の[スタート]メニューをクリックしてください。 

2. [すべてのプログラム]→[Virtual Port Management Utility]→[Uninstall Manager]の順にメニ

ューを選択し、ドライバをアンインストールしてください。 
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Windows98 をお使いの場合 

 Windows98 に対応したドライバをインストールする場合も、基本的には先に述べた

Windows2000 版のインストール手順と同じです。ただし、使用するインストーラーは「SN3101 

Virtual Port for Win98 vxxx.exe」という名前で作成されていますので、ご注意ください。 

 なお、アンインストールの方法は Windows2000 版と同様ですので、方法についてはそちらをご

参照ください。 

 

Linux 用 TTY ドライバのインストール 

 Linux 用 TTY ドライバをインストールする場合は、以下の手順に従って作業してください。 

 

1. お使いの SN3101 に同梱されているソフトウェア CD の中に、「ATENVPInstall_vxxx.tgz」と

いうファイルがあることを確認してください。 

注意： 上記の「vxxx」の部分は、ドライバのバージョン番号を表します。ソフトウェア

CD に収録されているファイルには、そのファイルの実際のバージョン番号が

表示されています。 

 

2. 上記のファイルをお使いのコンピュータのハードディスク上にある適当な場所にコピーし、

ファイルを解凍してください。 

 

3. ファイル「AtenVPInstall」を実行してください。 

 

4. インストールが完了したら、ログアウトし、もう一度ログインしてください。 

 

ドライバのアンインストール 

ドライバをアンインストールする場合は、ファイル「AtenVPUninstall」を実行してください。 
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リアル COM ポートの管理 – Windows 

 

 Windows 版バーチャルポートマネージメントユーティリティーでは、COM ポートのマッピングに

便利なインターフェースを提供しています。バーチャルシリアルポートマネージャー（[スタート]→

[Virtual Port Management Utility]→[Virtual Serial Port Manager]）を起動すると、以下のような

画面が表示されます。 

 

 

画面構成 

 バーチャルポートマネージメントユーティリティーの画面は、以下のように構成されています。 

 メニューバー、ボタンの「Enum Target」や「Enum Ports」を操作すると、同一ネットワークセグ

メント内におけるデバイスおよびポートを自動検索し、内容を更新します。 

 メニューバーとボタンバーの下には、自動一覧の方法でデバイスが表示されなかった場合

に対象となるデバイスを手動で表示するために情報を入力する場所（Target Information）

があります。 

 自動ないしは手動検索によって検出されたデバイスはすべて左側のパネルに一覧表示さ

れます。 

 選択されたデバイスで検出されたポートはすべて中央のパネルに表示されます。 

 右側のパネルには、設定済みのたバーチャル COM ポートのマッピング内容が表示されま

す。 
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メニューおよびツールバー 

 バーチャルポートマネージメントユーティリティーのメニューおよびツールバーには、同じメニュ

ーが提供されています。ユーザーは、メニューをクリックするか、その機能に割り当てられたボタ

ンをクリックすることで、その機能を呼び出すことができます。以下は、各機能の内容です。 

 

項目 機能 

Enum Target 

LAN 上にある ATEN シリアルデバイスを検索し、一覧表示しま

す。検索の対象となる型番は、SN3101、SN0108、SN0116 です。

検索結果はターゲット一覧パネルに表示されます。（p.84「ター

ゲット一覧」参照）削除機能が実行されると、ターゲット一覧パネ

ルに表示されているデバイスはすべて削除されますのでご注意

ください。この一覧に削除したくないデバイスが含まれている場

合は、この機能を実行する前に一覧から別の場所に退避させて

おいてください。 

Enum Ports 

現在、ターゲット一覧パネルで選択されているデバイス上にある

ポートを一覧表示します。検索結果はポート一覧パネルに表示

されます。 

Map 

ポート一覧パネルからポートを選択した後でこの機能を使うと、

デバイスの COM ポートをお使いのコンピュータのバーチャル

COM ポートにマッピングします。 

Unmap 

マッピング済みポート一覧でポートを選択した後でこの機能を使

うと、コンピュータとデバイスの COM ポート間に設定されていた

マッピング設定を解除します。 
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ターゲット情報 

 ユーザーは「Target Information」部分を使ってオフラインになっているデバイスのポートをマッ

ピングすることができます。以下は各機能の内容です。 

 

項目 機能 

Target IP Address 
COM ポートのマッピング対象となるデバイスの IP アドレスを入力

してください。 

Base Socket Port 

ターゲットデバイスのベースソケットポートです。リアル COM ポ

ートを操作する場合、デフォルトベースソケットポートは 5200 で

す。 

Target Name 

ターゲットの名前です。ターゲットの実際の名前と異なる場合

は、実際の名前に置き換わります。この部分は、IP アドレス、ソケ

ットポート、ターゲットタイプとは異なり、マッピング/マッピング解

除に影響を及ぼすことはありません。 

Target Type 
マッピングされるターゲットのタイプです。設定できる内容は

SN3101、SN0108、SN0116 のいずれかです。 

Add Target 
上記の項目に入力された情報に基づいてターゲットリストのエン

トリを作成します。 

Delete Target 選択中のターゲットをターゲットリストから削除します。 
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ターゲット一覧 

 左側のパネルには「Enum Target」機能を使って検出されたデバイス、および「Target 

Information」部分を使って手動で登録されたデバイスが表示されます。 

 
 

注意： 一覧の項目をダブルクリックすると、「Enum Ports」ボタンを押したときと同じ機能

を呼び出し、「ポート一覧」で選択されたターゲットポートの数および操作モードを

表示します。 

 

 デバイスが自動検出機能で自動的に一覧に表示された場合は、左側のパネルに、LED ラ

ンプが緑色に点灯しているようなアイコンが表示されます。このアイコンは、ターゲットがオ

ンラインで、かつマッピング可能であることを表します。 

 デバイスが手動で一覧に追加され、かつそのデバイスがオフラインである場合は、左側の

パネルに、LED ランプが消えているようなアイコンが表示されます。手動で追加されたアイ

テムをダブルクリックすると、そのデバイスに関する情報がポートリストに表示されますが、操

作モードに関する情報は不正確な内容ですので、全デバイスのポートがバーチャルポート

モードであるかのように表示されてしまいます。ポートモードの詳細については、p.54

「Operating Mode」をご参照ください。 

 ターゲットがオフライン、またはオンラインであるにもかかわらずポートの自動更新リクエスト

に対して 2 秒以内に応答がない場合は、操作モードに関する情報が不正確で、全デバイス

のポートがバーチャルポートモードであるかのように表示されてしまいます。ポートモードに

関する詳細については、p.54「Operating Mode」をご参照ください。 
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ポート一覧 

 この一覧には、選択されたターゲットのポートに関する情報を表示します。（1度に選択できるタ

ーゲットは 1 台だけです。） 

 

 

 左端の列にはターゲットポートのポート番号、2 番目の列にはマッピングしている COM ポー

ト、3 番目の列には操作モード、また、右端の列には状態がそれぞれ表示されます。 

注意： 操作モードは、ポートが設定された際に定義されたポートの設定を参照して

います。詳細については p.51「Port Configuration」をご参照ください。 

 

 ポートリストのポートをダブルクリックすると、「Port Mapping」画面を表示します。マッピング

に関する詳細は、p.86「ポートマッピング」をご参照ください。 

注意： 「Port Mapping」画面は、ツールバーの「MapTo...」をクリックするか、メニュー

から「MapTo...」をクリックすることで起動することができます。 
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ポートのマッピング/マッピング解除 

ポートマッピング 

 バーチャル COM ポートをマッピングする場合は、以下の手順に従って操作してください。 

 

1. ポートリストにあるターゲットアイテムをダブルクリックし、「Port Mapping」ダイアログを起動し

てください。 

 

 

2. ターゲットポートをマッピングする COM ポートを、ドロップダウンリストから選択してください。 

3. 「OK」ボタンをクリックしてください。 

 

注意： 1. マッピングする COM ポートが 1 つしかない場合は、「Map consecutively」の

チェックボックスは使用する必要はありません。 

2. 警告ダイアログボックスが表示された場合は、これを無視しても問題ありませ

ん。操作を完了する場合は、「Continue Anyway」をクリックしてください。 
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マッピングされた COM ポート 

 バーチャルポートマネージメントユーティリティーの右端にあるパネルには、既にマッピングさ

れている COM ポートが表示されます。エントリはプログラムが起動すると同時に作成され、COM

ポートの設定変更、またはデバイスの取り外しによって COM ポートの設定が変更された場合に

はこれらのエントリが自動的に更新されます。 
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ポートマッピングの解除 

 バーチャル COM ポートのマッピングを解除する場合は、以下の手順に従って操作してくださ

い。 

 

1. 右端のパネルに表示されている、マッピング済の COM ポートを選択し、「Port Unmapping」

画面を表示してください。 

 

注意： ダイアログが表示されない場合は、ボタンバーの「Unmap...」をクリックするか、

メニューから「Unmap...」を選択してください。 

 

2. マッピングの解除を行う場合は、「OK」ボタンをクリックしてください。 

注意： マッピングする COM ポートが 1 つしかない場合は、「Map consecutively」のチ

ェックボックスは使用する必要はありません。 
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リアル COM ポートの管理 – Linux 

 

バーチャルポートのマッピング/マッピング解除 

 バーチャルポートのマッピング/マッピング解除を行う場合は、以下の手順に従って操作してく

ださい。 

 

1. root ユーザーで、/usr/lib/AtenVPort ディレクトリに移動してください。 

 

2. 以下のコマンドを実行してください。 

/AtenVPMapping 

 

 このプロセスは、インタラクティブモード、高速モードのどちらでも動作します。インタラクティブ

モードの場合、ユーザーはコマンドラインに引数を指定する必要はありません。この場合は、プ

ログラムの処理にしたがって表示される設問に基づいて、マッピング/マッピング解除のオプショ

ンを選択していきます。 

 一方、高速モードでは、ユーザーはマッピング/マッピング解除のオプションを、コマンドライン

の引数で指定します。以下は、各コマンドの構文です。 

 

1. マッピング（コマンドは 1 行で入力してください） 

./AtenVPMapping マッピング(1) PC ポート(0～255) ターゲット IP(a.b.c.d) ターゲットポート

(1～48) マッピング数(1～48) 

 

2. マッピング解除 

./AtenVPMapping マッピング解除(0) PC ポート(0～255) マッピング解除数(1～48) 

 

バーチャルポートのネーミングルール 

 ATEN のシリアル管理デバイスにおけるバーチャルポートは、Linux 上ではすべて先頭に

「ttya」という文字列がついています。マッピングされたバーチャルポートは、/dev ディレクトリで

確認できます。ポートの範囲は ttya000～ttya255 です。 
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第 9 章 

シリアルネットワークデバイスマネージャー 
 

概要 

 

 SN3101 では、デバイスの管理をより簡単に、また、より効率的に行うために、Windows 版の設

定管理ツール「シリアルネットワークデバイスマネージャー」を提供しています。このツールは、製

品に同梱されているソフトウェア CD に収録されています。本章では、このツールのインストール

方法、特徴、使用方法についてそれぞれ説明します。 

 

注意： このツールの動作環境にはWindows2000以降の OSがインストールされている必

要があります。 

 

インストール 

 

 シリアルネットワークデバイスマネージャーは、バーチャル COM ポートドライバ（p.78 参照）をイ

ンストールした際に同時にインストールされます。 
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操作方法 

 

 シリアルネットワークデバイスマネージャーを起動（[スタート]→[Virtual Port Management 

Utility]→[Serial Network Device Manager]）すると、以下のような画面が表示されます。 

 

ダイアログの画面構成 

 シリアルネットワークデバイスマネージャーのダイアログの構成は、以下のようになっておりま

す。 

 

 上部のメニューバーを使用することで、現在の環境におけるお使いの SN デバイスの参照

や管理が可能です。 

 メニューバーの下にあるボタンを使用することで、複数の SN デバイスの参照および操作が

可能です。 

 ボタンバーの下の画面は 2 つのパネルに分かれています。 

 プログラムが起動すると、デバイスを自動的に検索・表示し、検出された SN デバイスは

左側のパネルにツリー表示されます。 

 ポートを選択し、「List Port」ボタンをクリックすると、ポートに関する情報が右側のパネ

ルに表示されます。 
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メニューバー 

 メニューバーには、5 つの項目があります。各項目の詳細については、以下のセクションで説

明します。 

 

Target 

 左側のパネルの一覧からデバイスまたはデバイスグループを選択すると、そのデバイス（また

はデバイスグループ）のプロパティの参照および設定を行うダイアログボックスをこのメニューか

ら呼び出すことができます。設定可能な内容は、p.26「管理メニュー」、p.45「COM ポートの管

理」、p.54「Operating Mode」に記載されているものと同様です。以下はその内容です。 

 

項目 機能 

System Info 
そのデバイスに設定されているすべての項目を一覧表示しま

す。詳細は p.27「System Information」をご参照ください。 

General Settings Web 画面の同項目と同じです。（p.26 参照） 

Network Settings Web 画面の同項目と同じです。（p.30 参照） 

ANMS Settings Web 画面の同項目と同じです。（p.33 参照） 

Log Web 画面の同項目と同じです。（p.68 参照） 

Backup/Restore Web 画面の同項目と同じです。（p.28 参照） 

Firmware Upgrade Web 画面の同項目と同じです。（p.40 参照） 

Serial Tunnel 

2 台の SN3101 間でシリアルトンネルを確立する場合は、この項

目を選択してください。シリアルトンネルに関する詳細について

は p.44「シリアルトンネル」を、また、シリアルトンネルの確立方法

に関する詳細については p.95「シリアルトンネルの作成」をご参

照ください。 
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Group 

 この機能を使うと、各デバイスをグループ分けできるため、一度に複数のSN3101の設定および管

理をすることが可能になります。グループの設定を行う場合は、左側の一覧からグループを選択し

てください。以下の項目に対して変更を加えると、そのグループのすべてのメンバーにその変更が

適用されます。 

 各項目の内容は下表のとおりです。 

 

項目 機能 

Grouping 

右側のパネルに全グループをタブ別で表示します。タブをクリッ

クすると、そのグループに登録されているデバイスを確認するこ

とができます。 

Add a New Group 

新しいグループの登録ダイアログを呼び出します。「OK」ボタン

を押して操作を完了すると、新しいグループが左側パネルのツリ

ーにあるグループ一覧に追加されます。デバイスをグループに

登録する場合は、「Target」メニューの「General Settings」サブメ

ニューを呼び出し、該当する欄にグループネームを入力してく

ださい。 

Group Rename 

左側のパネルからグループを選択し、このメニューを呼び出して

グループの新しい名前を入力してください。「OK」ボタンを押し

て操作を完了すると、左側パネルのツリーに表示されていたグ

ループネームが新しいものに更新されます。 

Group General Settings Web 画面の同項目と同じです。（p.26 参照） 

Group Network Settings Web 画面の同項目と同じです。（p.30 参照） 

Group ANMS Settings Web 画面の同項目と同じです。（p.33 参照） 

Restore Web 画面の同項目と同じです。（p.28 参照） 

Firmware Upgrade Web 画面の同項目と同じです。（p.40 参照） 

Port Basic Settings 「Port Property Settings」画面の同項目と同じです。（p.51 参照） 

Port Alert String Settings 「Port Alert Settings」画面の同項目と同じです。（p.55 参照） 

Port Modbus Settings 「Modbus Settings」画面の同項目と同じです。（p.59 参照） 
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Monitor 

 このメニューでは、お使いのシリアルポートの処理状況を追跡することが可能です。サブメニュ

ーは以下の 3 つです。 

 

項目 機能 

Enum Targets 
自動的に検出した SN デバイスを、すべて画面左側のパネルに

おけるツリーに表示します。 

Refresh Port (Static) 
自動検出された各ポートに関する情報を画面右側のパネルに

表示します。 

Refresh Port (Dynamic) 

この項目は上記の項目と似ていますが、手動によるポートの更

新に加え、ポートの定期自動更新機能を備えています。設定可

能なインターバル時間は、10 秒、30 秒、60 秒、2 分、5 分、10

分です。 

 

Virtual Port 

 このメニューを選択すると。バーチャルポートマネージメントユーティリティーを起動します。詳

細については p.81 をご参照ください。 

 

ボタンバー 

 

 ボタンバーのボタンを使うと、メニューで利用可能な機能のクイック起動を行います。 

 

 Enum Targets - 「Monitor」メニューの「Enum Targets」と同じような機能を実行します。 

 List Port - 「Monitor」メニューの「Refresh Port(Static)」と同じような機能を実行します。 

 Grouping - 「Group」メニューの「Grouping」と同じような機能を実行します。 
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シリアルトンネルの作成 

 

シリアルトンネルの確立 

 2 台の SN3101 間でシリアルトンネル接続を確立する場合は、以下の手順に従って操作してく

ださい。 

 

1. メニューバーから、[Target]→[Serial Tunnel]メニューを選択してください。以下のような画面

が表示されます。 

 

既にシリアルトンネルが確立されている場合は、上部パネルに表示されます。 

 

2. 左下のパネルから、クライアントとなるユニットを、また、右下のパネルからサーバとなるユニ

ットをそれぞれ選択してください。 

 

3. 転送データをエンコードする場合は、「Enable Data Encoding」の項目にチェックを入れてく

ださい。 
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4. 「Build Tunnel」ボタンをクリックしてください。数秒後に、新しく確立したトンネルが上部パネ

ルに表示されます。 

 

5. シリアルトンネルの確立がすべて完了したら、「Cancel」ボタンをクリックしてダイアログを終

了してください。 

 

シリアルトンネルの削除 

 シリアルトンネルは、TCP サーバとして機能するマスターと TCP クライアントとして機能するスレ

ーブから構成されていますので、シリアルトンネルを削除する場合は、片方のデバイスの操作モ

ードを単純に変更するだけです。 
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第 10 章 

LDAP サーバの設定 
 

はじめに 

 

 SN3101 では、外部プログラムによるログイン認証および権限設定に対応しております。本章で

は、Active Directory および Open LDAP における SN3101 の認証および権限設定の方法につ

いて説明します。 

 

Active Directory 

 

 LDAP または LDAPS 経由で SN3101 の認証を行う場合は、SN3101 の拡張属性「accessPort」

を person クラスのオプション属性として追加されるように、Active Directory の LDAP スキーマを

拡張する必要があります。 

 

注意： 「authentication（認証）」はログインしているユーザーが本当に存在するかを確認

することを、また、「authorization（認可）」はユーザーに対してSN3101の様々な機

能の使用権限を定義することを指します。 

 

LDAP サーバをセットアップする前に、以下の作業が完了していることをご確認ください。 

 

1) Windows サーバーサポートツールをインストールしてください。 

2) Active Directory スキーマスナップインをインストールしてください。 

3) Active Directory スキーマの拡張および更新を行ってください。 

 

 以下のセクションでは、Windows 2003 Server における LDAP の設定を例に挙げて説明しま

す。 
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Windows2003 サーバーサポートツールのインストール 

 Windows2003 サーバーサポートツールをインストールする場合は、以下の手順で作業してくだ

さい。 

 

1. Windows Server の CD をお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブ等にセットし、[Support]

－[Tools]フォルダを開いてください。 

2. ダイアログボックスの右パネルで、SupTools.msi をダブルクリックしてください。 

3. インストールウィザードの画面の指示に従って、インストールを行ってください。 

 

Active Directory スキーマスナップインのインストール 

 Active Directory スキーマスナップインをインストールする場合は、以下の手順で作業してくだ

さい。 

 

1. コマンドプロンプトを起動してください。 

2. 以下のコマンドを入力して、DLL ファイル（schmmgmt.dll）をお使いのコンピュータに登録し

てください。 

regsvr32 schmmgmt.dll 

3. [スタート]メニューを開いて、「Run」をクリックし、以下の文字列を入力してから「OK」ボタン

をクリックしてください。 

mmc /a; 

4. 表示された画面から「File」メニューを開いて、「Add/Remove Snap-in」をクリックしたあとで

「Add」をクリックしてください。 

5. 「Available Standalone Snap-ins」で、「Active Directory Schema」をダブルクリックし、

「Close」をクリックした後で「OK」をクリックしてください。 

6. 現在表示されている画面で「File」メニューを開いて、「Save」をクリックしてください。 

7. 「Save in」で、「C:\Windows\system32」ディレクトリを指定してください。 

8. 「File name」で、「schmmgmt.msc」と入力してください。 

9. 「Save」をクリックして、インストールを完了してください。 
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スタートメニューのショートカットエントリーの作成 

 Active Directoryスキーマのスタートメニューのショートカットエントリーを作成する場合は、以下

の手順で操作してください。 

 

1. Windows の[スタート]メニューを右クリックし、[開く – All Users]→[プログラム]→[管理ツー

ル] を開いてください。 

2. 「ファイル」メニューから、「新規作成」→「ショートカット」を選択してください。 

3. 「 シ ョ ー ト カ ッ ト の 作 成 」 ダ イ ア ロ グ で 、 「 schmmgmt.msc 」 の パ ス

（C:\Windows\system32\schmmgmt.msc）を選択または直接入力し、「次へ」ボタンをクリッ

クしてください。 

4. ショートカットの名前（Active Directory Schema）をダイアログに入力し、「完了」ボタンをクリ

ックしてください。 

 

Active Directory スキーマの拡張および更新 

 Active Directory スキーマの拡張および更新は以下の手順で行ってください。 

 

1. 新しい属性を作成してください。 

a) [スタート]→[管理ツール]→[Active Directory スキーマ]で schmmgmt を起動してくだ

さい。 

b) 画面の左側のパネルで、「属性」を右クリックしてください。 

 

c) [新規作成]→[属性]を選択してください。 

d) 警告メッセージが表示されたら、「Continue」をクリックして「新しい属性の作成」ダイア

ログを表示してください。 
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e) ダイアログの各項目に、下図の内容を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。これ

で、手順 1 は完了です。 

 

注意： 「Unique X500 Object ID」の項目で各数字の間に使用されているのはコンマ

（,）ではなく、ピリオド（.）ですので、お間違えのないように入力してください。 

 

 

 

2. 新しい属性でオブジェクトクラスを拡張してください。 

a) [コントロールパネル]→[管理ツール]→[Active Directory スキーマ]で schmmgmt を

起動してください。 

b) 画面の左側のパネルで、「クラス」を右クリックしてください。 
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c) 右側のパネルから、「person」の項目を右クリックしてください。 

 

 

d) 「プロパティ」を選択すると、「person のプロパティ」ダイアログが表示されますので、「属

性」タブをクリックしてください。 
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e) 「属性」タブで、「追加」ボタンをクリックしてください。 

 

f) リストから「accessPort」の項目を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。これで手

順 2 は完了です。 
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3. 拡張されたスキーマで Active Directory のユーザーを編集してください。 

a) サポートツールの一部としてインストールされている「ADSI Edit」を起動してください。 

b) 「domain」を開き、「cn=users dc=aten dc=com」のノードに移動します。 

c) 編集対象となるユーザーを右側のリストから選択してください。（ここでは「steve3」とい

うユーザーを例にとって説明します。） 

 

d) 先ほど選択したユーザーを右クリックし、「プロパティ」を選択してください。 
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e) ダイアログの「属性エディタ」タブで、リストから「accessPort」の項目を選択してくださ

い。 

 

 

f) 「Edit」ボタンをクリックして、「文字列属性エディタ」ダイアログを起動してください。 
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a) 対象となる SN3101 の権限属性値を入力してください。（詳細は p.106「権限属性値」参

照) 以下は設定例です。 

 

 

b) 「OK」ボタンをクリックしてください。「属性エディタ」タブに戻ると、「accessPort」の欄に

新しい権限属性値が反映されています。 

 

c) 「適用」ボタンをクリックして、変更内容を保存してください。 

d) 他のユーザーを追加する場合は、手順 3（拡張されたスキーマにおける Active 

Directory ユーザーの編集）を繰り返してください。 
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権限属性値 

 accessPort の属性値は以下の 2 つの部分から構成されています。 

1) ユーザーがアクセスする SN3101 の IP アドレス 

2) その IP アドレスが設定されている SN3101 でユーザーに定義されているアクセス権限を表

す文字列 

例）192.168.0.80&u,t,1;u,f 

 

 権限エントリの構成は以下のとおりです。 

 

 SN3101 の IP アドレスの後ろに「&」を続け、その後に、そのデバイスにおける権限文字列を

入力します。 

 アクセス権限の文字列は、u、t、f、a、1 の文字の組み合わせで表現されます。これらは大文

字、小文字を区別しませんので、どちらで入力していただいてもかまいません。各文字が表

す権限については、以下の表で詳しく説明します。 

 アクセス権限を表す文字はコンマで区切られます。コンマの前後にはスペースを使用しな

いでください。 

 ユーザーが複数の SN3101に対してアクセス権を持っている場合、各デバイスの設定はセミ

コロンを使って区切ります。セミコロンの前後にはスペースを使用しないでください。 

 

権限文字列として使用されるアルファベット 

アルファベット 権限の内容 

U (User の略) ユーザーにはポートアクセス権限が付与されます。 

T (True の略) ユーザーにはポート設定権限が付与されます。 

F (False の略) ユーザーにはポート設定権限が付与されません。 

A (All の略) ユーザーは全ポートに対してアクセス権限が付与されます。 

1 (One の略) ユーザーはポート 1 に対してアクセス権限が付与されます。 
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権限設定例 

 下表はアクセス権限の設定例です。 

ユーザー 権限文字列 権限の内容 

ユーザー1  ユーザーはすべての SN3101 に対し

て、デフォルトの権限が付与されていま

す。 

デフォルトでは、ユーザーはすべての

SN3101 のポート 1 に対するアクセスは

可能ですが、ポートの設定を行うことは

できないように設定されています。 

ユーザー2 10.0.0.166&U,T,1 1. IP アドレス「10.0.0.166」が割り振ら

れた SN3101 でポートへのアクセス

およびポートの設定変更が可能で

す。 

2. 他の SN3101 にはデフォルトの権

限が設定されています。 

ユーザー3 10.0.0.164&U,T,1;10.0.0.166&U,T,1 1. IP アドレス「10.0.0.164」が割り振ら

れた SN3101 でポートへのアクセス

およびポートの設定変更が可能で

す。 

2. IP アドレス「10.0.0.166」が割り振ら

れた SN3101 でポートへのアクセス

およびポートの設定変更が可能で

す。 

3. 他の SN3101 にはデフォルトの権

限が設定されています。 

ユーザー4 U,F,A;10.0.0.164&U,T,1 1. IP アドレス「10.0.0.164」が割り振ら

れた SN3101 でポートへのアクセス

およびポートの設定変更が可能で

す。 

2. 他の SN3101 にはデフォルトの権

限が設定されています。 

（表は次のページに続きます） 

 



108 

 

ユーザー 権限文字列 権限の内容 

ユーザー5 U,T,1 すべての SN3101 でポートへのアクセスお

よびポートの設定変更が可能です。 

ユーザー6 U,F すべての SN3101 におけるポートへのアク

セスおよび設定変更が禁止されていま

す。 

ユーザー7 10.0.0.165&U,F 1. IP アドレス「10.0.0.165」が割り振られ

た SN3101 におけるポートへのアクセ

スおよびポートの設定変更が禁止さ

れています。 

2. 他の SN3101 にはデフォルトの権限

が設定されています。 
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OpenLDAP 

 

 OpenLDAP は、UNIX プラットフォーム向けに設計されたオープンソースの LDAP サーバです。

Windows 版の OpenLDAP は以下のサイトからダウンロードすることができます。 

 

http://download.bergmans.us/openldap/openldap-2.2.29/openldap-2.2.29-db-4.3.29-openssl

-0.9.8a-win32_Setup.exe 

 

OpenLDAP サーバのインストール 

 OpenLDAP のインストーラーをダウンロードしたら、そのインストーラーを起動し、使用言語を選

択し、ライセンスを許諾してインストール先のフォルダを選択してください。デフォルトのインスト

ール先ディレクトリは 「C:\Program Files\OpenLDAP」です。 

 「Select Components」ダイアログが表示されたら、下図のように「install BDB-tools」と「install 

Open LDAP-slapd as NT service」の項目にチェックを入れてください。 

 

 

http://download.bergmans.us/openldap/openldap-2.2.29/openldap-2.2.29-db-4.3.29-openssl-0.9.8a-win32_Setup.exe
http://download.bergmans.us/openldap/openldap-2.2.29/openldap-2.2.29-db-4.3.29-openssl-0.9.8a-win32_Setup.exe
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Open LDAP サーバの設定 

 OpenLDAP のメインの設定ファイルである「slapd.conf」は、LDAP サーバを起動する前に設定

内容をカスタマイズする必要があります。変更が必要となる項目は以下のとおりです。 

 

 Unicode 文字テーブルのあるディレクトリのパス（ucdata-path）を設定してください。デフォ

ルトは「./ucdata」です。 

 必要なスキーマ定義を取り込むよう include を使って設定してください。「core.schema」は必

ず設定しなければなりません。 

 OpenLDAP の起動時に必要となる PID ファイル（pidfile）およびコマンドオプションファイル

（argsfile）のパスを設定してください。PID ファイルはサーバの PID を管理するファイルで、コ

マンドオプションファイルには slapd 起動時のコマンドラインオプションが保存されます。 

 バックエンドデータベースの形式（database）を定義してください。デフォルトは「bdb」

（Berkeley DB）です。 

 該当 DB で使用する DN サフィックス（suffix）を定義してください。このサフィックスはデータ

ツリーのベース部分となり、同一ディレクトリ内におけるすべてのエントリにはこのサフィック

スが与えられます。例えば、「dc=aten,dc=com」というサフィックスが定義されると、データベ

ースにおけるすべてのエントリの完全な修飾名は「dc=aten,dc=com」で終わります。 

 そのサーバの管理者エントリの名前（rootdn）、およびその管理者エントリのパスワード

（rootpw）を定義してください。このユーザーはサーバのスーパーユーザーです。rootdn は

上記で定義したサフィックスと一致している必要があります。（すべてのエントリネームには

定義されたサフィックスが付与され、rootdn はエントリであるため） 

 

 下図は設定ファイルの入力例です。 
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OpenLDAP サーバの起動 

 OpenLDAP サーバを起動する場合は、コマンドラインから slapd（OpenLDAP サーバの実行ファ

イル）を実行してください。slapd には様々なコマンドラインオプションがありますが、最も重要とな

るオプションは「d」で、このオプションはデバッグレベルを設定します。例えば、コマンドラインか

ら「slapd –d 256」と入力すると、下図のように OpenLDAP をデバッグレベル 265 で起動します。 

 

 

注意： slapd の各オプションおよび使用方法に関する詳細は、OpenLDAP のドキュメン

トをご参照ください。 
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OpenLDAP スキーマのカスタマイズ 

 slapd が使用するスキーマは、サポートされている追加構文、マッチングルール、属性種別、オ

ブジェクトクラスといった範囲まで拡張することができます。 

 SN3101 では、「objectclass」と「attributetype」の設定ディレクティブを使って新しいスキーマを

定義します。SN3101 にログインするユーザーを認証、権限設定する際に使用する拡張されたス

キーマファイルは下図のとおりです。 
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LDAP DTI の構造および LDIF ファイル 

 

LDAP のデータ構造 

 LDAP のディレクトリは、ディレクトリインフォメーションツリー（DIT）というツリー構造でデータを

格納します。ツリーのノードはディレクトリのエントリで、各エントリには属性値フォームの情報が

格納されています。下図は SN3101 の LDAP ディレクトリツリーの例です。 
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DIT の作成 

 LDAP データ交換フォーマット（LDIF）は、LDAP エントリをテキスト形式で表現する際に使用さ

れます。（RFC2849 参照） 下図は SN3101 のディレクトリツリーの DIT を作成する LDIF ファイル

です。 
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新しいスキーマの使用 

 新しいスキーマを使用する場合は、以下の手順で作業してください。 

 

1. /OpenLDAP/schema ディレクトリに新しいスキーマファイル（例：sn3101.schema）を保存して

ください。 

2. 以下のように、slapd.conf ファイルに新しいスキーマを追加します。 

 

 

3. LDAP サーバを再起動してください。 

4. 以下の例のように、ldapadd コマンドで init.ldif ファイルにデータベースエントリを作成してく

ださい。 

ldapadd –f init.ldif –x –D “cn=Manager, dc=aten, dc=com” –w secret 
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付録 
 

製品仕様 

 

機能 SN3101 

シリアルデバイス接続数 1 

デバイス側コネクタ DB-9 オス×1 

LAN ポート RJ-45×1 

電源ソケット 
電源 1 9～30V DC 電源ジャック×1 

電源 2 12～48V DC ターミナルブロック×1 

スイッチ リセット ピンホール型スイッチ×1 

LED 

リンク グリーン×１ 

10/100Mbps オレンジ×１/グリーン×１ 

電源 グリーン×１ 

電源仕様 
電源１(アダプタ) 

型番：0AD8-0009-12BG 

入力：AC100V～240V 50～60Hz 

出力：DC9V 1.2A 

電源２ 12～48V DC ターミナルブロック×1 

消費電力 2.7W 

インターフェース  

(シリアル) 

標準 RS-232/422/485(ソフトウェアで選択) 

ボーレート 460Kbps 

RS-232 信号 TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 

RS-422 信号 
Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、RTS+、RTS-、CTS+、CTS-、

GND 

RS-485 信号 Data+、Data-、GND 

シリアル保護 シリアルポートに対する 15KV ESD 保護 

パリティ なし、偶数、奇数、マーク、スペース 

データビット 5、6、7、8 

フロー制御 なし、XON/XOFF、RTS/CTS 

（表は次のページに続きます） 
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機能 SN3101 

インターフェース 

 (ネットワーク) 

標準 10Base-T/100Base-TX、自動認識 

保護 1.5KV マグネティック・アイソレーション 

プロトコル 

ARP、DHCP、DNS、HTTP、HTTPS、ICMP、IP、

TCP、UDP、NTP、PPP、RADIUS、Telnet、SNMP、

SNMP Trap、SMTP、SSH 

動作環境 

動作温度 0～60℃ 

保管温度 -20～85℃ 

湿度  0～95%RH、結露なきこと 

ケース材料 メタル 

重量 220g 

サイズ(W×D×H) 79×106.9×24.4mm 

同梱品 

電源アダプタ×1 

DC ターミナルブロック×1 

DIN レール用マウントキット×1 

ソフトウェア CD×1 

クイックスタートガイド×1 

ユーザーマニュアル×1 
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アドミニストレーターでログインできない場合 

 

ユーザーネームやパスワードを忘れた等の理由でアドミニストレーターとしてログインできない

場合、以下の手順でログイン情報を消去してください。 

 

1. SN3101 の電源を切って、ケースを外してください。 

2. ジャンパキャップを使って、メインボード上にある J4 (DEFAULT PASSWORD)と書かれている

ジャンパをショートさせてください。 

 

3. SN3101 に電源を入れてください。 

4. リンク LED ランプおよび 10/100MbpsLED ランプが点滅したら、SN3101 の電源を切ってく

ださい。 

5. J4 からジャンパキャップを外してください。 

6. 手順 1 で外したケースを元通りに取り付け、SN3101 に電源を入れてください。 

 

電源を入れなおすと、デフォルトのユーザーネームとパスワード（p.24 参照）でログインできるよう

になります。 
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IP アドレスの設定 

 

 アドミニストレーターとして SN3101 に最初にログインする場合は、他のユーザーが外部からアク

セスできるように SN3101 に IP アドレスを設定する必要があります。IP アドレスの設定方法は全部

で 2 つありますが、どちらの方法で設定する場合も、お使いのコンピュータが SN3101 と同一セグ

メントにあることをご確認ください。SN3101 に接続しログインが完了すると、SN3101 に固定の IP

アドレスを設定することができます。（p.30「Network」参照） 

 

方法 1 

 Windowsがインストールされているコンピュータであれば、製品同梱のソフトウェアCDに収録さ

れている IP インストーラーというツールを使用して SN3101 に IP アドレスを割り当てることができ

ます。以下の手順で作業を行ってください。 

 

1. 製品同梱のソフトウェア CD に収録されている IPInstaller.zip を、お使いのコンピュータのハ

ードディスクの適当な場所にコピーし、解凍してください。 

2. 手順 1 で IP インストーラーを解凍したフォルダに移動し、IPInstaller.exe を起動してください。

以下のようなダイアログが表示されます。 
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3. IP アドレスを設定する SN3101 をダイアログ内の「Device List」から選択してください。 

注意： 1. 対象となる SN3101 が「Device List」に 表示されない場合は、

「Enumerate」ボタンをクリックして、このリストを再表示してください。 

2. リストに複数台の SN3101 が表示された場合は、製品の MAC アドレス

でデバイスを判別してください。SN3101 の MAC アドレスは製品底面

に貼られているラベルに記載されています。 

 

4. DHCP を使用する場合は「Obtain an IP address automatically (DHCP)」を、固定 IP アドレス

を設定する場合は「Specify an IP address」を選択してください。固定 IP アドレスを設定する

場合は、お使いのネットワーク環境で有効な IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを該

当欄に入力してください。 

 

5. 「Set IP」ボタンをクリックしてください。 

 

6. 該当する SN3101 の IP アドレスが「Device List」に表示されたことを確認し、「Exit」ボタンを

クリックしてください。 

 

方法 2 

1. お使いのコンピュータの IP アドレスを「192.168.0.XXX」に設定してください。XXX の部分に

は 10 以外で 0～255 の間の任意の値を使用してください。（192.168.0.60 は SN3101 のデフ

ォルトの IP アドレスであるため） 

2. 手順 1 で設定を変更したコンピュータから、ブラウザで SN3101 のデフォルト IP アドレス

（192.168.0.60）にアクセスしてください。 

3. 現在 SN3101 がセットアップされているネットワーク環境で有効な IP アドレスを Web 画面で

設定してください。 

4. SN3101 からログアウトし、必要であれば、手順 1 で IP アドレスを変更したコンピュータの IP

アドレスを元に戻しておいてください。 
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シリアルポートのピン配列 

 

 SN3101 シリアルポートのピン配列は下表のとおりです。 

ピン 
設定 

RS-232 RS-422 RS-485 

1 DCD RX-  

2 /RXD RX+  

3 /TXD TX+ D+ 

4 DTR TX- D- 

5 GND GND GND 

6 DSR CTS-  

7 RTS CTS+  

8 CTS RTS+  

9  RTS-  
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バーチャルモデム詳細 

 

 SN3101 のバーチャルモデム機能では、信頼性が高くない、低速の電話回線ではなく、

TCP/IP プロトコルを使用することで、ネットワーク上で高速シリアルモデム機能を提供するハー

ドウェアモデムをエミュレートします。 

 

AT コマンドセット対応 

 SN3101 では、標準的な Hayes のコマンドセットおよび拡張コマンドの使用に対応しております。

詳細は下表のとおりです。 

 

コマンド 操作 レスポンス 

+++ コマンドモードに戻ります。エスケープコ

ードは S2 レジスタによって変更すること

ができます。 

なし 

A/ 最後に実行したコマンドを再実行しま

す。 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

ATA[CR] アンサーモードです。バーチャルモデム

が5301番のポートでTCP接続の通信を

リッスンするようにします。 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

ATD(T) リモート IP: 

リモートポート[CR] 

TCP 接続の確立を試み、特定のリモート

ホストに接続します。 

 

例）ATDT 10.0.0.72:50001 

 

注意：SN3101 では ATD コマンドの後ろ

に T や P をつけて入力してもエラーには

なりませんが、これらの文字は無視され

ます。 

成功した場合： 

CONNECT[CR][LF] 

 

接続に失敗した場合： 

NO CARRIER[CR][LF] 

 

その他のエラーが発生した場合： 

ERROR[CR][LF] 

（表は次のページに続きます）
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コマンド 操作 レスポンス 

ATEn[CR] n の部分には 0 または 1 の数字を入力し

ます。 

 

E0：エコーバックを無効にする。 

E1：エコーバックを有効にする。 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

ATH[CR] 接続がアクティブである場合に現在の

TCP 接続を切断します。 

 

注意：ATH、ATH0、ATH1 はどれも同じ

ように動作します。 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

ATIn[CR] ベンダ名または型番を表示します。（n

の部分には 0または1の数字を入力しま

す。） 

 

E0：ATEN International Co.Ltd.を表示 

E1：SN3101 を表示 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

ATOn[CR] オンラインデータモードに戻ります。（n

の部分には 0または1の数字を入力しま

す。） 

モデムがオンラインコマンドモードの場

合、このコマンドによりオンラインデータ

モードになります。モデムがオフラインコ

マンドモード（TCP 接続が確立されてい

ない）の場合は、ERROR が返ってきま

す。 

 

O0、O1：アクティブな接続がある場合

は、モデムをデータモードに切り替えて

ください。 

TCP 接続がアクティブである場合： 

OK[CR][LF] 

 

それ以外の場合： 

ERROR[CR][LF] 

（表は次のページに続きます） 
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コマンド 操作 レスポンス 

ATQn[CR] リザルトコード制御コマンドです。（n の

部分には 0 または 1 の数字を入力しま

す。） 

 

Q0：DTE へのリザルトコードを有効にす

る（デフォルト） 

Q1：DTE へのリザルトコードを無効にす

る 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

ATSn?[CR] S レジスタの値を表示します。（n の部分

にはレジスタの番号を入力します。） 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

ATSn=v[CR] S レジスタの値を設定します。（n の部分

にはレジスタの番号を、v の部分には S

レジスタの値をそれぞれ入力します。詳

細は p.126 参照） 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

ATVn[CR] リザルトコードを返す際の形式を設定し

ます。（nの部分には0または1の数字を

入力します。） 

 

V0： <番号形式>[CR][LF]  

V1： <単語形式>[CR][LF] 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

ATZ[CR] モデムコマンドをリセットします。 

アクティブな接続を終了し、S レジスタお

よび一般オプションステータスを、保存

している値にリセットします。 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

AT&Cn[CR] DCD オプションです。（n の部分には 0

または 1 の数字を入力します。） 

 

&C0：DCD を常に ON にする 

&C1：DCD を TCP 接続の状態に合わせ

る 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

（表は次のページに続きます）
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コマンド 操作 レスポンス 

AT&Dn[CR] DTR オプションです。（n の部分には 0

～3 の数字を入力します。） 

 

&D0：DTR を ON であるものとし、モデム

は DTR ラインを無視する 

&D1：DTR を OFF であるものとし、通信

を切断することなくモデムをコマンドモー

ドに切り替える 

&D2：DTR を OFF であるものとし、モデ

ムをコマンドモードに切り替え、通信を

中断し、自動応答機能を無効にする 

（デフォルト） 

&D3：DTR を OFF であるものとし、モデ

ムを初期化する 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

AT&F[CR] 工場出荷時における設定内容をリストア

します。 

S レジスタおよび一般オプションステータ

スを、デフォルト値に戻します。 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

AT&W[CR] 設定内容を保存します。 

S レジスタおよび一般オプションステータ

スを含む現在の設定内容を、メモリに記

録します。 

成功した場合：OK[CR][LF] 

失敗した場合：ERROR[CR][LF] 

ATB[CR] なし OK[CR][LF] 

ATC[CR] なし OK[CR][LF] 

ATL[CR] なし OK[CR][LF] 

ATM[CR] なし OK[CR][LF] 

ATN[CR] なし OK[CR][LF] 

ATX[CR] なし OK[CR][LF] 

ATY[CR] なし OK[CR][LF] 

ATW[CR] なし OK[CR][LF] 

その他の AT コマンド なし OK[CR][LF] 
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S レジスタ対応 

SN3101 が対応している S レジスタ、およびその値は下表のとおりです。 

 

レジスタ 機能 範囲 ユニット デフォルト 

S0 自動応答までに待機する RING レ

スポンス数 

0～255 RING 0 

S1 RING カウンタ 

現在の RING 数を表します。モデム

が電話回線で RING 信号を検出す

ると、S1 の値は増加します。また、

接続が確立または中断すると S1 の

値は消去されます。 

0～255 RING 0 

S2 エスケープ文字 

この値が 127 を超えると、エスケー

ププロセスは無効になります。 

0～127 ASCII 43 

S3 CR 文字 

コマンドまたは結果を表示する際

に使用する CR 文字の値を設定し

ます。 

0～127 ASCII 13 

S4 LF 文字 

コマンドまたは結果を表示する際

に LF として認識される文字を設定

します。詳細表示を行う場合は、

CR 文字が表示されたあとで LF 文

字が表示されます。 

0～127 ASCII 10 

S5 バックスペース文字 

バックスペーストして認識される文

字を設定します。また、この文字は

コマンドラインで最後に入力された

文字を消去する場合にも使用しま

す。 

0～32 ASCII 8 

（表は次のページに続きます）
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レジスタ 機能 範囲 ユニット デフォルト 

S12 エスケーププロンプト遅延 

モデムがデータモードからコマンド

モードに移行するためにエスケー

プシーケンス（+++）の前後に必要

とされる時間が入力されます。 

0～255 0.02 ミリ秒 50 

（1 秒） 

S25 DTR 遅延および非同期/同期時間

遅延 

モデムが AT&Dn コマンドによって

指定された処理を行うまでに遅延

する時間を設定します。 

0～255 0.01 秒 (DTR) 

1 秒(非同期モード) 

5 
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トラブルシューティング 

 

 操作上の問題は様々な理由によって起こります。問題が発生したら、まず、ケーブルが KVM

スイッチおよびコンピュータの各ポートに正しく接続されていることを確認してください。 

 また、これらの問題は、ファームウェアのアップグレードの適用によって解決することがあります。

現在お使いのバージョンが最新でない場合は、最新版のファームウェアを適用することをお勧

めします。詳細については p.40 の「Firmware」をご参照ください。 

 


	ユーザーの皆様へ
	ATENジャパン製品保証規定
	製品についてのお問い合わせ
	FCC
	RoHS
	SJ/T 11364-2006
	安全にお使い頂くために
	一般的な注意事項
	ラックマウントに関する注意事項

	同梱品
	本マニュアルについて
	マニュアル表記について
	第1章 はじめに
	製品概要
	特長
	制限事項とシステム要件
	SN3101フロントパネル
	SN3101リアパネル

	第2章 ハードウェアセットアップ
	セットアップの前に
	マウント方法
	壁へのマウント
	DINレールへのマウント

	セットアップ
	接続図


	第3章 ブラウザによるログイン
	ログイン
	SN3101メイン画面

	第4章 管理メニュー
	概要
	General
	System Information
	Administrator
	Connection Control

	Backup
	Network
	Service Ports
	IP Installer
	IP Address

	ANMS
	CC Management Settings
	RADIUS Settings
	LDAP Settings
	SNMP Settings
	操作を終了し設定内容を保存する場合

	Date/Time
	Firmware

	第5章 ポート操作モード
	概要
	コンソールマネージメント
	リアルCOMポート
	TCPサーバ/TCPクライアント
	TCPサーバ（ローTCP）
	TCPクライアント

	UDPモード
	Modbus
	バーチャルモデム
	シリアルトンネル


	第6章 COMポートの管理
	概要
	Telnet
	View History
	Connect – Local
	Connect – COMポート

	Port Configuration
	Port Property Settings
	Advanced Settings

	User Management
	ユーザーアカウントの追加と削除
	ユーザーアカウントの編集

	Direct Access
	Session Info
	Sys Info
	Log


	第7章 リモートターミナル操作
	概要
	ハイパーターミナル
	Telnet
	ログイン

	SSH
	ターミナルセッション（Linux）
	サードパーティユーティリティ（Windows）


	第8章 バーチャルポートの管理
	概要
	ドライバのインストール
	Windows2000以降のOSをお使いの場合
	ドライバのアンインストール

	Windows98をお使いの場合
	Linux用TTYドライバのインストール
	ドライバのアンインストール


	リアルCOMポートの管理 – Windows
	画面構成
	メニューおよびツールバー
	ターゲット情報
	ターゲット一覧
	ポート一覧

	ポートのマッピング/マッピング解除
	ポートマッピング
	マッピングされたCOMポート
	ポートマッピングの解除


	リアルCOMポートの管理 – Linux
	バーチャルポートのマッピング/マッピング解除
	バーチャルポートのネーミングルール


	第9章 シリアルネットワークデバイスマネージャー
	概要
	インストール
	操作方法
	ダイアログの画面構成
	メニューバー
	Target
	Group
	Monitor
	Virtual Port


	ボタンバー
	シリアルトンネルの作成
	シリアルトンネルの確立
	シリアルトンネルの削除


	第10章 LDAPサーバの設定
	はじめに
	Active Directory
	Windows2003サーバーサポートツールのインストール
	Active Directory　スキーマスナップインのインストール
	スタートメニューのショートカットエントリーの作成
	Active Directory スキーマの拡張および更新
	権限属性値
	権限文字列として使用されるアルファベット
	権限設定例

	OpenLDAP
	OpenLDAP サーバのインストール
	Open LDAPサーバの設定
	OpenLDAPサーバの起動
	OpenLDAPスキーマのカスタマイズ
	LDAP DTIの構造およびLDIFファイル
	LDAPのデータ構造
	DIT の作成

	新しいスキーマの使用


	付録
	製品仕様
	アドミニストレーターでログインできない場合
	IPアドレスの設定
	方法1
	方法2

	シリアルポートのピン配列
	バーチャルモデム詳細
	ATコマンドセット対応
	Sレジスタ対応

	トラブルシューティング


