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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、CN-6000 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 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。 

 

ATEN ジャパン株式会社 

技術サポート部 

TEL ：03-5323-7178 

MAIL :support@atenjapan.jp 

2008 年 6 月 17 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

修理対応となり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 

◆ 納品日の証明ができず、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

または破損したもの 

◆ 日本国外で使用されたもの 

◆ 日本国外で購入されたもの 

 

 

 

【製品保証のお申し込み手順】 

弊社の製品保証規定に従い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、『製品納品日が証明できる書類』を用意して、製品を購入された販売店

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。 

製品納品日～1 ヶ月 初期不良、新品交換※1 

～3 年 無償修理 

①通常製品 

3 年以上 有償修理※2 

製品納品日～1 ヶ月 初期不良、新品交換※1 

～2 年 無償修理 

②液晶ディスプレイ搭載製品 

2 年以上 有償修理※2 

 

※1…製品納品日から30 日以内に弊社または販売店に申告を頂いた不具合を初期不良とし、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。 

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

については、1年間の保証となります。 

 

 

【補足】 

・本規定はATEN/ALTUSEN ブランド製品に限り適用します。 

・ケーブル類・電源アダプタは初期不良対応に準じます。 

・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。 

・製品保証を受けるにあたり、製品の納品日が証明できない場合は製品のシリアルナンバーから判別した

製造日を起算日とします。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、全て有償修理とさせていただきます。 
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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 
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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。 

 

VCCI-A 

 

 この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすこと

があります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 

 

VCCI-A 
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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 

◆ 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。 

◆ 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。 

◆ 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。 
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◆ 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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ラックへのマウント 

◆ 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 

 

CN-6000 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。 

 

 CN-6000 KVM on the NET™ コントロールユニット本体 × 1  

 KVM ケーブル × 1 

 電源アダプタ × 1 

 ラックマウント用キット × 1 

 ソフトウェア CD × 1 

 英語版ユーザーマニュアル × 1 

 クイックスタートガイド × 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、CN-6000 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：CN-6000 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：CN-6000 ハードウェアのセットアップの詳細について説明していま

す。 

 

第3章 Web メニューの基本操作：CN-6000 への Web ブラウザによるログイン操作方法や初期メニュ

ーに表示される各アイコンおよびボタンの機能について説明しています。 

 

第4章 アドミニストレーターユーティリティ：CN-6000 の環境設定およびローカルコンソールからの操

作方法といったアドミニストレーター限定の機能について説明します。 

 

第5章 Windows クライアント：Web ブラウザベースの Windows クライアントソフトウェアによる CN-

6000 への接続方法、また、OSD 操作によるコンピュータへのアクセス・操作方法について説

明します。 

 

第6章 Java クライアント：Web ブラウザベースの Java クライアントソフトウェアによる CN-6000 への接

続方法、また、OSD 操作によるコンピュータへのアクセス・操作方法について説明します。 

 

第7章 ログファイル：CN-6000 で発生するイベントを管理するログファイルユーティリティについて説

明します。 

 

第8章 CN-6000 ユーティリティソフトウェア：Web ブラウザを使用しない環境でもご利用いただける、

製品同梱の CD に収録された CN-6000 ユーティリティソフトウェアの操作方法について説明

します。 

 

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 

 

CN-6000 は離れた場所から Web ブラウザや Windows ベースの専用アプリケーションを使用して、

コンピュータの監視や操作を可能にするデバイスです。標準的なカテゴリ 5 LAN ケーブルを使用して、

CN-6000 を インターネット、イントラネット、LAN または WAN に接続し、KVM ケーブルを使用してロー

カルコンピュータや KVM スイッチに接続して使用します。 

 

CN-6000 は通信プロトコルとして TCP/IP を使用しますので、管理者は離れたところからネットワーク

に接続されたパソコンを利用して、CN-6000 に接続されたコンピュータや KVM スイッチにアクセスでき

ます。つまり、オフィスの別の部屋からでも、出張先からでも、果ては地球の裏側からでもアクセスする

ことが可能となります。 

 

リモート操作では、IP アドレス経由で CN-6000 に接続します。一度その接続が認証されると、離れ

た場所にいるユーザーは、コンピュータ、あるいは KVM スイッチに接続された複数のコンピュータを、

まるで実際にそのコンピュータを使って作業しているかのように操作できるようになります。 
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CN-6000 は信頼のおける強靭なセキュリティシステムに守られていますので、安全、迅速、かつ低コ

ストで遠く離れた場所からでも複数のコンピュータにアクセスし管理することができます。  

 

CN-6000 にはアドミニストレーターおよびクライアントそれぞれのユーティリティソフトウェアが付属し

ており、簡単なインストールでメンテナンスや操作を行うことができます。管理者は複数の作業、例えば

GUI ベースのアプリケーションのインストール・動作確認や、システム監視、メンテナンス、再起動、さら

には BIOS レベルのトラブルシューティングなど OS 起動前の作業も容易に行うことができます。 

 

本製品は Web ブラウザ版と Windows アプリケーション版のアドミニストレーターユーティリティをご用

意しております。このユーティリティによって、システム設定/リモートアクセス設定/ユーザー管理/ファ

ームウェアとソフトウェアのモジュールのアップデートによるシステムの維持等のコントロールを行うこと

ができます。 

 

上記のユーティリティに加え、GUI ベースの Windows クライアントおよび Java クライアントも同様に

Web ブラウザ版と Windows アプリケーション版のユーティリティをそれぞれ提供しています。これらのユ

ーティリティをご利用いただけば、ネットワーク上のどこからでもログインが可能です。とりわけ、プラット

フォームから独立し Java ベースで動作する Java クライアントは、Java が動作するすべての OS 環境で

の操作を実現しています。 

 

CN-6000 に接続されたコンピュータは、クライアントソフトウェアでアクセスし操作します。オペレータ

ーがログインすると、実際に現場で作業しているかのように CN-6000 に接続されたコンピュータ(例：

KVM スイッチの OSD 画面、サーバのデスクトップ、作業中のプログラム画面など)の画面が目の前の

モニタに表示され、手元のコンソールからそれらを操作することができます。 

 

ログサーバでは選択された CN-6000 の全てのイベントを記録することができ、アドミニストレーター

はそれらを分析することができます。 

 

また、CN-6000 のファームウェアは、ファームウェアアップグレードユーティリティにて 新の状態に

保つことができます。弊社のウェブサイトからアップグレードパッケージをダウンロードして、 新の改良

された機能へと迅速かつ簡単にアップグレードさせることができます。  
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特長 

 

 IP ベースのリモートアクセス－離れた場所にあるサーバまたは KVM スイッチに、LAN、WAN、イ

ンターネットを経由してオフィスの別の部屋からでも、出張先からでも、地球の裏側からでもリモー

トコントロールが可能 

 10-BaseT、100Base-T、TCP/IP、HTTP 対応 

 セキュリティ機能－パスワード保護、高度な暗号化テクノロジーを使用 

 VGA 解像度－ 大 1,280×1,024 @ 75Hz ； 1,600×1,200 @ 60Hz 

 Windows GUI 及び Java ベースのクライアントソフトウェア－Java クライアントは Java が動作する全

ての OS で使用可能 

 ファームウェア アップグレード可能－ネットワーク経由でアップグレード可能。また、ユーザーによ

る KVM 機能の排他制御が可能 

 3 レベルのアクセス権限－アドミニストレーター、ユーザー、モニタリング 

 メッセージボード－ログインしているユーザー同士のコミュニケーションが可能 

 大 64 名のユーザーアカウントが作成可能 

 大 32 名の同時ログインが可能 
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必要システム環境  

 

 CN-6000 にアクセスするために使用されるコンピュータは、Pentium Ⅲ 1GHz 以上のプロセッサ

および VGA 解像度 1,024×768 以上に対応したモニタを有していることを推奨します。 

 使用するブラウザが RSA 128bit 暗号化に対応している必要があります。 

 インターネットにおけるデータ転送速度が 128kbps 以上の環境を推奨します。 

 Windows クライアントを使用する場合は、DirectX 7.0 以上がインストールされていなければなりま

せん。 

  Java クライアントを使用する場合は、Sun Java 2 (JRE 1.4 以上)がインストールされていなければ

なりません。  

  ログサーバを使用する場合は、Microsoft Jet OLEDB 4.0 以上がインストールされていなければ

なりません。 

 下表に示された解像度とリフレッシュレートのノンインターレース信号にのみ対応しています。 

 

解像度 リフレッシュレート 

640 × 480 60, 70, 75, 85, 90, 100, 120 

720 × 400 70, 75 

800 × 600 56, 60, 70, 75, 85, 90, 100, 120 

1,024 × 768 60, 70, 75, 85, 90, 100 

1,152 × 864 60, 70, 75, 85 

1,280 × 1,024 60, 70, 75 

1,600 × 1,200 60 
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 規格外のケーブルを使用すると、接続機器を破損することや、機器の性能を低下させることがありま

す。理想的な状態でデータ転送を行うためにも、またシステムのレイアウトを単純化させるためにも、

専用 KVM ケーブルをご使用ください。ケーブルの長さは下記の表の通り各種取り揃えております。

お求めの際には販売店までご連絡ください。 

 

製 品 画 像 機   能 型番（長さ） 

PS/2 KVM ケーブル（製品同梱ケーブル） 

スイッチ側  SPHD ×1 

 
コンピュータ側 

キーボード用ミニ DIN6 ピン オス 

マウス用ミニ DIN6 ピン オス 

モニタ用 D-sub15 ピン オス 

2L-5201P（1.2m） 

2L-5202P（1.8m） 

2L-5203P（3m） 

2L-5206P（6m） 
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製品各部名称 

 

フロントパネル 

 

 

 

No. 名称 説明 

1 

リセット/ファームウェア 

アップグレードボタン 

このボタンを押した状態で、CN-6000 に電源を入れると、フ

ァームウェアが工場出荷時の設定に復元されます。 

CN-6000 の電源が入っているときにこのボタンを 2 秒以上

長押しすると、CN-6000 のシステムがリセットされます。 

  
注意： ピンホール型ボタンになっているので、クリップ

の先端やペン等の細いもので押してください。

2 

データスピード LED データ転送速度が 10Mbps 時は、LED ライトがグリーンに

点灯します。 

データ転送速度が 100Mbps 時は、LED ライトがオレンジに

点灯します。 

3 
リンク LED クライアントソフトウェアがデバイスにアクセスしているときは

LED ライトがグリーンに点灯します。 

4 
電源 LED CN-6000 に電源が入り、操作可能な状態になると LED ライ

トがオレンジに点灯します。 
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リアパネル 

 

 

No. 名称 説明 

1 
KVM ポート KVM スイッチあるいはコンピュータに接続された KVM ケ

ーブル（製品同梱）を、こちらへ接続します。 

2 

ローカルコンソールポート CN-6000 をローカル接続で操作する場合、こちらのポー

トを使用します。キーボード・モニタ・マウスを接続する各

ポートは、PC99 準拠の  カラーリングが施されています。 

3 
RJ-45 ポート ネットワークに接続されたカテゴリ 5 LAN ケーブルを接続

します。 

4 

RS-232 ポート リモート電源管理ツールである Power Over the Net™と併

用する場合、このポートを使って接続します。詳細に関し

ては販売店までお問い合わせください。 

5 電源ジャック 電源アダプタケーブルを接続します。 
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第 2 章 

ハードウェアセットアップ 
 

 

 

1. 機器の設置に際し重要な情報を p.12 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。キーボード起動機能がついている場合は、コンピュータの電源ケーブ

ルも抜いてください。 

 

 

ラックマウント 

 

 製品を便利で柔軟にお使いいただくことを目的とし、CN-6000 はシステムラックにマウントしてお使い

できるように設計されております。ラックマウントは以下の手順で作業を行ってください。 

 

1. 製品に同梱されているネジを使って、下図のように CN-6000 の上面または底面にマウント用の金

具を取り付けてください。 
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2. CN-6000 に取り付けられた金具をラックの適当な位置に固定し、ネジを止めてください。 

 

 

注意： ラックマウント時に必要となるネジは同梱されておりません。ラックに CN-6000 をマウントす

る際には、お手数ですが、お使いのシステムラックに適したネジを別途ご用意ください。 
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セットアップ 

 

CN-6000 のセットアップは下図を参考にしながら作業を進めてください。図中の番号は、本文のステ

ップ番号を表しています。 

 

1. 製品のコンソールポートに、キーボード、モニタ、マウスをそれぞれ正しく接続します。 

2. 製品に同梱された KVM ケーブルを KVM ポートに接続し、キーボード、モニタ、マウスに分かれ

たケーブルの先端を KVM スイッチまたはコンピュータに接続します。 

3. RJ-45 ポートに、LAN・WAN からのケーブルを接続します。 

4. 同梱の電源アダプタのケーブルを CN-6000 の電源ジャックに接続し、その後、電源アダプタを電

源コンセントに接続します。 

5. CN-6000 の電源がオンになったことを確認したら、KVM スイッチまたはコンピュータの電源をオン

にします。 
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第 3 章 

Web メニューの基本操作 
 

CN-6000 へリモートからアクセスする場合には、Web ブラウザや製品同梱の CD に収録されているクライ

アントソフトウェアを使用します。この章では Web ブラウザを使用してリモートアクセスする方法を説明しま

す。製品同梱の CD に収録されているクライアントソフトウェアを使用する方法は第 8 章で説明します。 

 

ログイン 

 

CN-6000 を Web ブラウザから操作する場合は、 初にログインする必要があります。以下の手順に

従って操作してください。 

 

1. お使いの Web ブラウザを開き、ブラウザのアドレスバーに接続する CN-6000 の IP アドレスを直

接入力してください。 

注意： 1. CN-6000 の管理者に提供された IP アドレスを使用してください。 

2. アドミニストレーターとして初回起動時のログインを行う場合は、CN-6000 の IP ア

ドレスを指定する方法が p.115 に記されていますのでご参照ください。 

 

2. セキュリティアラートダイアログボックスが表示されます。 
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   本製品の証明書は安全ですので、ダイアログから「証明書を受け入れる」と記載されている項目を

選択し、「OK」ボタンを押して許可してください。（詳細については p.123 の「信頼された証明書」

をご参照ください）「OK」ボタンを押した後、同様のダイアログが表示された場合も、同じように許

可してください。 

    証明書を承諾すると CN-6000 ログインページが表示されます。 

 

 

3. CN-6000 の管理者に与えられた有効なユーザーネームとパスワードを入力し、「Login」ボタンをク

リックして進んでください。 

注意： 1. アドミニストレーターとして CN-6000 に 初にログインする場合は、以下のデフ

ォルトユーザーネームとパスワードを使用してください。 

 

デフォルトユーザーネーム：administrator 

デフォルトパスワード：password 

 

セキュリティ上の問題を避けるためにも、お客様はデフォルトの設定を変更して

固有のユーザーネームとパスワードを設定されることを強く推奨します。（p.43

「User Manager」参照） 

 

2. もしログインユーザーネームやパスワードが無効な場合、以下のメッセージが表

示されます。 

  Invalid Username or Password. Please try again. 
このメッセージが表示された場合は、ユーザーネームやパスワードの入力に間

違いがないか確認してください。 
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ログインが完了すると、以下のようなメインページが表示されます。 
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Web 画面のアイコン 

 

画面上部にはアドミニストレーターユーティリティにリンクしたアイコンが横一列に表示されており、

CN-6000 の設定はこれらのメニューから操作することができます。このアイコンに対するユーザーの操

作権限は、ログイン情報に依存します（p.43「User Manager」参照）。管理機能の詳細については次章

で説明します。 

画面左部には CN-6000 の操作を行うアイコンが縦一列に表示されています。機能詳細は以下の表

をご参照ください。 

 

アイコン 機能 

 

アドミニストレーターユーティリティのメニューで行った設定変更

を保存します（第 4 章参照）。この機能は単に変更内容を保存

するだけで、現在の環境には反映しません。変更内容を現在お

使いの環境に反映させるには、ユーザーが「Reset on exit」

（p.45「Customization」参照）の機能を用いて、ログアウトする必

要があります。 

 

Windows クライアントを使用して CN-6000 に接続されたサーバ

または KVM スイッチにアクセスします。この機能は Windows ク

ライアントの使用権限があるユーザーのみご利用いただけます。

（詳細は p.43 の「User Manager」をご参照ください） 

このアイコンをクリックすると Windows クライアントをリモートコンピ

ュータにダウンロードします。ダウンロードしたパッケージは、そ

のセッションのみで有効です。CN-6000 からログアウトして、再

度アクセスする場合には、もう一度パッケージをダウンロードする

必要があります。 

 

プラットフォームから独立した Java クライアントを使用して、CN-

6000 に接続されたサーバまたは KVM スイッチにアクセスしま

す。この機能は Java クライアントの使用権限があるユーザーの

みご利用いただけます。（詳細は p.43 の「User Manager」をご参

照ください） 

このアイコンをクリックすると Java クライアントをリモートコンピュー

タにダウンロードします。Windows クライアントと違い、ダウンロー

ドしたパッケージは次回ログイン時にも使用することができます。

 

Power over the NET™ モジュールがお使いのシステムに導入さ

れているとき、このアイコンをクリックするとモジュールにアクセス

することができます。（拡張機能）この機能は CN-6000 において

Power Over the Net™の使用権限があるユーザーのみご利用い

ただけます。（詳細は p.43 の「User Manager」をご参照ください）

（表は次のページに続きます） 
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アイコン 機能 

 

CN-6000 におけるすべてのイベントはログファイルに記録されま

す。CN-6000 においてログ閲覧の権限のあるユーザーがこのア

イコンをクリックするとログファイルが画面に表示されます。 

 

このアイコンをクリックすると CN-6000 のセッションからログアウト

します。 

  
注意： セッション終了時のログアウト操作は非常に重要で

す。適切にログアウトしないと、CN-6000 が再びア

クセスされてタイムアウト設定の期限が切れるまで

待たなくてはなりません。詳細は p.45 の

「Customization」メニューにおける「Time out 

control」の項目をご参照ください。 
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第 4 章 

アドミニストレーターユーティリティ 
 

はじめに 

 

CN-6000 の機能設定を行うアドミニストレーターユーティリティは、CN-6000 のブラウザページ上部

に横一列に並んだアイコンのメニューからご利用いただけます。 

 

  

この章ではそれぞれの機能を個別に説明します。設定内容を変更した場合は、画面左上部の Apply

アイコンをクリックし、変更内容を CN-6000 の設定ファイルに保存してください。その後、「Reset on exit」

ボックス（p.45「Customization」参照）にチェックを入れてログアウトしてください。再度ログインした後に設

定変更内容が反映されます。 
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注意： 設定変更の権限が与えられていないユーザー（p.43 の「User Manager」をご参照くださ

い）の場合、設定内容を閲覧することは可能ですが、読み取り専用の状態で表示されま

すので、フィールドに文字列を入力したり設定内容を変更したりすることはできません。 

 

 

General 

 

ログインすると 初に General メニューがブラウザ上に表示されます。 

 

 

これはアドミニストレーションユーティリティの 初の画面で、CN-6000 に関する基本的な情報が表

示されます。 

各フィールドの内容は以下の表をご参照ください。 

 

項目 説明 

Device Name 

複数の CN-6000 を導入している場合、システムの管理を容易

にするため、個々のユニットに名前を付けることができます。CN-

6000 に名前を付けるときはこのフィールドに入力してください

（英数、 大 15 文字）。 

MAC Address CN-6000 の MAC アドレスを表示します。 

Firmware Version CN-6000 の現在のファームウェアバージョンを表示します。 

 

注意： CN-6000 のファームウェアの 新版はウェブサイトからダウンロードすることができま

す。（p.46「Firmware」参照） 
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Network 

 

Network メニューは CN-6000 のネットワーク環境を設定する際に使用します。 

 

 

 

Access Port 

システムにファイアーウォールが導入されている場合、管理者はファイアーウォールの設定で許可さ

れたポート番号を指定することができます。ユーザーはログインの際に IP アドレスの一部分のポート番

号を入力しなくてはなりません。入力するポート番号が正しくないと CN-6000 を検索しても表示されま

せん。 

 

注意： イントラネット等ファイアーウォールが使用されていない環境であれば、この項目にどんな

値を設定してもお使いの環境には反映されません。 
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フィールドの説明は以下の通りです。 

項目 説明 

Program 
アドミニストレーターユーティリティおよび Windows クライアントソフトウェアが接

続するとき指定するポート番号です。有効なエントリは 1024～60000 です。 

Java 
Java クライアントが接続するときのポート番号です。有効なエントリは 0～65535

です。 

 

IP Address 

CN-6000 は起動時に動的 IP アドレスが割り当てられます（DHCP）が、静的 IP アドレスを指定するこ

とも可能です。 

 

 動的 IP アドレスを取得するには、「Obtain an IP address automatically」のラジオボタンを選択してく

ださい。 

注意： もし CN-6000 が、DHCP がアドレスを割り当てるネットワークに接続されていて、なお

かつ IP アドレスを指定する必要がある場合は、p.115 の「IP アドレス」をご参照くださ

い。 

 

 静的 IP アドレスを使用する場合は「Set IP address manually」のラジオボタンを選択し、使用する IP

アドレスを入力してください。 

 

DNS Server 

CN-6000 は DNS サーバの自動設定および手動設定が可能です。 

 

 DNS サーバを自動的に設定する場合は、「Obtain DNS server address automatically」のラジオボタ

ンを選択してください。 

 DNS サーバを手動で設定する場合は、「Using the following DNS server address」のラジオボタンを

選択し、IP アドレスを入力してください。 

 

Log Server 

ログイン情報や内部ステータスメッセージなど、CN-6000 の重要なイベントは自動的にログファイル

に記録されます。ログファイルとして記録するには、記録先サーバの MAC アドレスとポート番号を明確

に設定する必要があります。詳細は第 7 章「ログファイル」をご参照ください。 
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Security 

 

Security メニューは、CN-6000 へのアクセス権限を設定します。 

 

 指定された IP アドレスおよび MAC アドレスのコンピュータからの、CN-6000 アプリケーション版ク

ライアントを使用した CN-6000 へのアクセスを許可または禁止します。 

注意： IP フィルターおよび MAC フィルターは、同梱のソフトウェア CD に入っているアプリ

ケーション版クライアントについて有効な機能です。Web ブラウザからダウンロードし

てアクセスする場合は、この機能は有効になりませんので、フィルターを有効にして

アクセス管理をする場合はアドミニストレーターユーティリティの Working mode-

Enable browser 設定（P.90 参照）と併用してください。 

 

 「Default Java program name」の項目では、Java クライアントから CN-6000 にアクセスする際に、

ユーザーが接続するページ名の設定を行います。 

設定例） 192.168.0.126/abcdefg 

注意： 1. Java クライアントからアクセスする場合は、必ずこの項目を設定してください。設

定されていないと Java クライアントからアクセスすることはできません。 

2. セキュリティ上の観点からも、定期的にこのページ名を変更することをお勧めし

ます。 

 

 「Admin Station Filters」の項目では、アドミニストレーターユーティリティでアクセス可能な MAC ア

ドレスを指定できます。詳細については p.83 の「Security タブ」をご参照ください。 
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Filtering 

ユーザーIP、ユーザーMAC、アドミニストレーターMAC の各カテゴリに対して、それぞれ 大 100

項目のフィルター設定が可能です。ユーザーステーションフィルタリング（IP、MAC）では、「include」の

ラジオボタンで指定したアドレスからのアクセスを許可したり、また、「exclude」のラジオボタンで指定し

たアドレスからのアクセスを拒否したりすることができます。 

 

 「include」ラジオボタンが選択されている場合は、指定のアドレスもしくは指定範囲内のアドレスに

よる CN-6000 へのアクセスを許可します。それ以外のアドレスからのアクセスはすべて拒否され

ています。 

 「exclude」ボタンが選択されている場合は、指定のアドレスもしくは指定範囲内のアドレスによる

CN-6000 へのアクセスを拒否します。それ以外のアドレスからのアクセスはすべて許可されていま

す。 

 

ユーザーステーション IP アドレスフィルタリング 

ユーザーステーションの IP フィルタリングを有効にするには、「IP Filter enable」の項目にチェックを

入れてください。 

フィルターを追加する場合は、以下の手順で操作してください。 

 

1. 設定したい IP フィルターからのアクセスを許可する場合は「include」ラジオボタンを、拒否する場

合は「exclude」ラジオボタンをそれぞれ選択してください。 

2. 「Add」ボタンを押すと、下図のようなダイアログボックスが表示されます。 

 

 

3. フィルタリング対象となるアドレスをダイアログボックスに入力し、「OK」ボタンを押してください。IP

アドレスは単独でも範囲指定でもフィルタリングできます。「OK」ボタンを押すと、次に下図のような

ダイアログボックスが表示されます。 
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4. 単一の IP アドレスをフィルタリングする場合は、手順 2 で入力した start IP と同じアドレスを入力し

てください。IP アドレスの範囲指定をする場合には終点となる IP アドレスを入力してください。入

力が完了したら「OK」ボタンを押してください。 

 

5. この手順を繰り返して、フィルタリング対象となるアドレスを追加していきます。 

 

フィルター項目を削除する場合は、リストから対象となる項目を選択し、「Remove」ボタンを押してくだ

さい。また、フィルター項目の内容を変更する場合は、同様にリストから項目を選択した後に「Edit」ボタ

ンを押してください。編集用のダイアログボックスは、追加用のダイアログボックスと同じように入力フィ

ールドを設けておりますので、フィールドを新しい設定内容に修正した後に「OK」ボタンを押してくださ

い。 
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ユーザーステーション MAC アドレスフィルタリング 

ユーザーステーションの MAC フィルタリングを有効にするには、「MAC Filter enable」の項目にチェ

ックを入れてください。 

フィルターを追加する場合は、以下の手順で操作してください。 

 

1. 設定したい MAC アドレスフィルターからのアクセスを許可する場合は「include」ラジオボタンを、

拒否する場合は「exclude」ラジオボタンをそれぞれ選択してください。 

2. 「Add」ボタンを押すと、下図のようなダイアログボックスが表示されます。 

 

 

3. フィルタリング対象となるアドレスをダイアログボックスに入力し、「OK」ボタンを押してください。 

4. この手順を繰り返して、フィルタリング対象となるアドレスを追加していきます。 

 

フィルター項目を削除する場合は、リストから対象となる項目を選択し、「Remove」ボタンを押してくだ

さい。また、フィルター項目の内容を変更する場合は、同様にリストから項目を選択した後に「Edit」ボタ

ンを押してください。編集用のダイアログボックスは、追加用のダイアログボックスと同じように入力フィ

ールドを設けておりますので、フィールドを新しい設定内容に修正した後に「OK」ボタンを押してくださ

い。 
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Radius 

 

RADIUS サーバを利用する場合は、Radius 設定メニューで必要なパラメータを指定します。 

 

 

1. RADIUS サーバを有効にする場合は「Enable」にチェックしてください。 

2. RADIUS サーバの IP アドレスおよび通信に使用するポートの内容を以下のフィールドに設定して

ください。 

 Primary Server 

 Primary Service port 

 Alternate Server 

 Alternate Service port 

3. 「Timeout」フィールドに、CN-6000 における RADIUS サーバからの応答待機時間（秒）を入力して

ください。 

4. 「Retries」フィールドに、再試行回数を入力してください。 

5. 「Shared Security」フィールドに CN-6000・RADIUS サーバ間の認証で使用する共有シークレット

の文字列を入力します。 
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6. RADIUS サーバ側で CN-6000 操作権限に関するパラメータを設定する場合は、以下の表を参考

にしてください。 

 

パラメータ 内容 

C 
ユーザーにアドミニストレーター権限を与えます。ユーザーは CN-6000 の

システム設定を行うことができます。 

W ユーザーに CN-6000 の Windows クライアント使用を許可します。 

J ユーザーに CN-6000 の Java クライアント使用を許可します。 

P ユーザーに Power over the NET™デバイス使用を許可します。（拡張機能）

L ユーザーに CN-6000 のアクセスログ情報閲覧を許可します。 

V ユーザーにモニタリングのみ許可します。 

 

注意： 1. 入力したパラメータの大文字・小文字は区別されません。 

2. 複数のパラメータを指定する場合にはコンマ「 , 」で区切ってください。 

3. 無効なパラメータを入力した場合は CN-6000 へのアクセスが拒否されます。 

 

パラメータ入力例 

パラメータ 内容 

c,w,p 
ユーザーは アドミニストレーター権限/Windows クライアント使用/PN9108

の利用が可能です。 

w,j,l 
ユーザーは Windows クライアント使用/Java クライアント使用/ログ閲覧が可

能です。 
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User Manager 

 

User Manager メニューでは、各ユーザーのプロファイルを管理します。 

 

 

 

 このメニューを用いて、CN-6000 にアクセスできる 大 64 名のユーザープロファイルが作成でき

ます。 

 ユーザーを追加する場合は、「Add」ボタンを押し、ダイアログに表示された必要項目を入力してく

ださい。 

 ユーザーを削除する場合は、対象となるユーザーを選択し「Remove」ボタンを押してください。 

 ユーザープロファイルの内容を修正するときは、対象となるユーザーを選択し、フィールドに表示

された内容を修正して「Update」ボタンを押してください。 

 「Reset」ボタンを押すと「User Info」内のフィールドに表示されている内容をすべて消去します。 
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プロファイルの各項目の内容は、下記の表をご参照ください。 

 

項目 説明 

Username 英数 小 6 文字、 大 15 文字で設定してください。 

Password 英数 小 8 文字、 大 15 文字で設定してください。 

Confirm Password パスワード確認用の項目です。「Password」の項目で設定した内容と同

じ文字列を設定してください。 

Description 必要であればユーザーに関する追加情報を入力してください。 

Permissions ユーザーの CN-6000 の各機能に対する使用権限を設定します。 

 

Configure： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは CN-6000 のシステム設定

変更が可能になります。 

 

Windows Client： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは Windows クライアントの使

用が可能になります。 

 

Java Client： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは Java クライアントの使用が

可能になります。 

 

View Only： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは CN-6000 に接続されたコン

ピュータや KVM スイッチにアクセスし画面をモニタリングすることは可

能になりますが、コンピュータに対してキーボード・マウス操作を行うこと

はできません。 

 

Log： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは CN-6000 のシステムログを

閲覧することが可能になります。 

 

Power Management： 

この項目にチェックを入れると Power over the NET™デバイスにアクセ

スすることが可能になります（拡張機能） 
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Customization 

 

Customization メニューでは、管理者はタイムアウト・ログイン失敗・動作モード・リセットに関する設定

を行うことができます。 

 

 

各項目の説明は、下記の表の通りです。 

項目 説明 

Time out control 

CN-6000 へのリモートアクセス タイムアウト時間を設定します。現在アクセ

スしているコンピュータから、ここで設定された一定の時間、何も入力デー

タを受け取らなかった場合、そのセッションを終了します。 

Login failure 

Login failures allowed：リモートからのログイン失敗時の再試行可能回数を

指定します。 

Login failure time out：ログインに連続して失敗したコンピュータは、ここで

指定された時間が経過するまでは再度ログインすることができません。 

Working mode 

「Enable stealth mode」にチェックが入っている場合は、CN-6000 に対する

ping が無効になります。 

「Enable Echo mode」にチェックが入っていない場合は、エコーが無効にな

り、ローカルネットワークでも CN-6000 ユニットが検出できません。 

Multiuser  operation 
「Enable」にチェックが入っている場合は、CN-6000 に複数のユーザーが

同時にログインすることが可能になります。 

Reset config 

「Reset on config」の項目にチェックをして「OK」ボタンを押すと、ユーザー

ログアウト時に CN-6000 をリセットして、新たに設定した項目の変更を反映

します。リセット後は再度ログインする前に 30～60 秒程度お待ちください。
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Firmware 

 

CN-6000 の 新版のファームウェアは弊社 web サイトよりダウンロードすることができます。 

http://www.aten.com/download/download.php 

ファームウェアのアップグレードは、下記の手順に従って行ってください。 

 

1. 新版のファームウェアをダウンロードしてコンピュータに保存します。Firmware アイコンをクリック

すると以下のようなダイアログボックスが表示されます。 

 

 

 

2. 「Browse」ボタンを押し、ダウンロードしたファームウェアのファイルを保存したディレクトリまで移動

し、ファイルを選択してください。 

3. 「Upload」ボタンを押してください。 

4. アップロードが完了したら、ウィンドウ左上部の Apply アイコンをクリックしてください。 

5. 「Reset on exit」の項目にチェックをします。（p.45「Customization」参照） 

6. 再度ウィンドウ左上部の Apply アイコンをクリックしてください。 

7. ウィンドウ左下部の Logout アイコン（p.29 参照）をクリックして、CN-6000 をリセットしてください。 
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第 5 章 

Windows クライアント 
 

はじめに 

 

 CN-6000 に web ブラウザでアクセスし、Windows クライアントソフトウェアを使用するには、以下の手

順で操作してください。 

 

1. ログイン後、ウィンドウ左側にある Windows Client アイコンをクリックしてください。（p.29 参照） 

注意： DirectX 7.0 以降がコンピュータにインストールされている必要があります。もしインス

トールされていない場合は、クライアントプログラムは作動しません。 

 

2. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「Open」（または「実行」）ボタン

を押してください。 

注意： 1. ブラウザが直接プログラムを実行することができない場合は、一度ローカルディ

スクに保存し、ブラウザで CN-6000 の Web ページを開いた状態で、ローカル

ディスクからプログラムを実行してください。 

2. ローカルディスクに保存してから実行する場合、セキュリティ上の機能により、以

前にダウンロードしたパッケージをそのまま実行することはできません。CN-

6000 にアクセスするときには、毎回有効なユーザーネームとパスワードでログイ

ンし、パッケージを新たにダウンロードしてから実行してください。 

 

3. CN-6000 へのアクセスが確立されると、以下のような画面が表示されます。 

 



48 

 

 

 

 ダイアログボックスの各項目の詳細は以下のとおりです。 

 

項目 機能説明 

有効（チェックあり） お使いのリモートディスプレイに CN-6000 に接続された

ローカルディスプレイの画面が 大化されて表示されま

す。 

Full Screen Mode 

無効（チェックなし） リモートディスプレイにローカルディスプレイの画面が

ウィンドウで表示されます。ローカルディスプレイの解

像度がウィンドウサイズよりも大きい場合はディスプレイ

の一部が表示されます。マウスポインタを表示したい

方向のウィンドウ端まで移動させれば、その方向にスク

ロールします。 

タイトルバーのピンアイコンをクリックするとウィンドウ

をリモートディスプレイで 前面に表示させておくこと

ができます。 

有効（チェックあり） お使いのリモートディスプレイにローカルディスプレイが

リサイズされず、そのままの解像度で表示されます。 

 ローカルディスプレイの解像度が小さい場合、リモ

ートディスプレイ画面がお使いのリモートディスプレ

イの中央に表示されます。 

 ローカルディスプレイの解像度が十分に大きい場

合、ローカルディスプレイの中央部分がリモートディ

スプレイのウィンドウに表示されます。画面に表示さ

れていない部分を操作する場合は、マウスポインタ

を操作したい部分に近いウィンドウの端に持ってい

くことで画面がスクロールします。 

Keep Screen Size 

無効（チェックなし） ローカルディスプレイはリモートディスプレイに合わせ、

リサイズされて表示されます。 

Switch コンソールコントロールを CN-6000 が接続されたユニッ

トに切り替えます。 

Exit Windows クライアントソフトウェアを終了します。 
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操作方法 

 

CN-6000 への接続が確立されると、CN-6000 にローカル接続されたコンピュータまたは KVM スイッ

チのビデオ出力がリモートモニタに表示されます。それと同時に、リモートで行うキーボード/マウス入

力のデータは CN-6000 にローカル接続されたコンピュータまたは KVM スイッチへ送られます。 

 

OSD コントロールパネル 

画面右下に、OSD（オンスクリーンディスプレイ）の小さなパネルが表示されます。 

 

パネルは上部 1 行のアイコンバーと下部 2 行のテキストバーから構成されています。初期画面では、

テキストバーにはリモートコンソールの VGA 解像度と IP アドレスが表示されています。マウスポインタ

をアイコンの上に移動させると、テキストバーにそのアイコンの機能が表示されます。アイコンの機能の

詳細については下記の表をご参照ください。 

 

アイコン 機能 

 

このアイコンをクリック＆ドラッグすることによって OSD スクリーンを画面上

の任意の位置に移動することができます。 

 

このアイコンをクリックするとホットキーセットアップユーティリティが表示され

ます。詳細は p.57 をご参照ください。 

 

このアイコンをクリックするとビデオアジャストメントダイアログボックスが表示

されます。詳細は p.60 をご参照ください。 

 

クリックするとメッセージボードが表示されます。詳細は p.62 をご参照くださ

い。 

 

クリックするとリモートシステムの Windows クライアントコントロールを終了し

ます。 

[ 空白スペース ] 
カーソルを空白のスペースに移動させると、リモートシステムの VGA 解像

度と IP アドレスが表示されます。 

（表は次のページに続きます） 
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アイコン 機能 

 

これら 3 つのインジケータはリモートコンピュータの Num Lock、Caps 

Lock、Scroll Lock の各ステータスを表しています。アイコンをクリックすると

それぞれのステータスを切り替えます。 

  
注意： CN-6000 に初めて接続したときには、インジケータの表示は

正しくない可能性があります。ローカルの状態と同期させるた

めに、一度インジケータをクリックして再設定してください。 

 

キー入力に関する注意事項 

CN-6000 にリモートアクセス中、[Alt] + [Tab]と[Ctrl] + [Alt] + [Delete]の組み合わせを除いて、す

べてのキーボード入力が CN-6000 経由でローカルコンピュータに対して実行されます。上記の 2 つ

の組み合わせは、リモートコンピュータのアプリケーション切替時およびシステムトラブルからの回復時

に CN-6000 側への入力が回避されるように設計されています。 

CN-6000 がローカル接続しているコンピュータに対して[Alt] + [Tab]と[Ctrl] + [Alt] + [Delete]の入

力を実行したい場合には、[Alt]キーの代わりに任意のファンクションキー（[F1]～[F12]）が設定できま

す。デフォルトでは[F12]キーが割り当てられています。 

例えば、デフォルト設定の[F12]を使用する場合、[F12] + [Tab]によってローカルシステムのアプリケ

ーション切替を行い、[Ctrl] + [F12] + [Delete]で Windows タスクマネージャを呼び出すことができます。

[Alt]代替キーの詳細は p.59 のホットキー組み合わせの設定をご参照ください。 

 

注意： ファンクションキーのいずれかが[Alt]代替キーとして設定されている場合、絶対にそのキ

ーを他の機能呼び出しに使用しないでください。 
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マウス同期に関する注意事項 

CN-6000 へリモートアクセスしている際、CN-6000 ウィンドウ上ではリモートコンピュータのマウス入

力はクライアントソフトウェアを通してローカルコンピュータへ送信されています。 

特に解像度の変更を行った場合など、リモートでのマウス入力とローカルシステムにおけるマウスポ

インタの挙動が一致しない現象が発生することがあります。このような場合にマウスを同期するには、以

下の 3 つの方法のいずれかをお試しください。 

1) マウスポインタを OSD パネルの矢印の上まで移動させ、右クリックする。 

2) マウスポインタを OSD パネル上まで移動させ、それからパネル外に移動させる。 

3) ビデオアジャストメント機能の「Auto Sync」を実行する。 

（詳細は p.60 を参照） 

 

 

上記の方法でも問題が解決しない場合は、以下の手順に従って操作してください。 

 

1. Adjust Mouse ホットキー（[F8] , [F7] , [F6]）で Adjust Mouse 機能を実行してください。（詳細は

p.57 参照） 

2. リモートマウスポインタがウィンドウの左上にセットされます。ローカルマウスポインタ（十字ポイン

タ）をリモートマウスポインタの上に正確に重ね合わせ、左クリックしてください。 

 

以上のどの方法でも問題が解決しない場合は、CN-6000 にローカル接続されたコンピュータのマウ

スの動作設定が原因である可能性があります。次ページの図に従って設定を変更してください。 
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【 Windows 2000 】 

 

[ スタートボタン ]→[ 設定 ]→[ コントロールパネル ]→マウスのプロパティ を開きます。 

“ 動作 ”タブを開きます。 

 

以下のように設定します。 

 

  

速度 中間に設定します 

加速 「なし」チェックします 

既定のボタンに移動 チェックをはずします 

 

 

 

 

 

 

 

マウスポインタを一旦リモートウィンドウの外に出し、再度マウスポインタをリモートウィンドウに戻す事

で、マウスポインタ位置が自動的に調整されます。 

 

フルスクリーン表示の場合には、マウスポインタを右下の OSD ツールバー上まで移動し、再度画面

上に戻す事でマウスポインタ位置が自動的に調整されます。 

 

中間に設定 

なしに設定 

マウスをダブルクリック 
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【 Windows XP／Windows Server 2003 】 

  

[ スタートボタン ]→[ 設定 ]→[ コントロールパネル ]→［マウス］を選択し、マウスのプロパティ を開

きます。 

“ ポインタオプション ” の設定をします。 

 

以下のように設定します。 

 

  

速度 

中間に設定します 

「ポインタの精度を高める」のチェックをはずす 

動作 チェックをはずします 

表示 全てのチェックをはずします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マウスポインタを一旦リモートウィンドウの外に出し、再度マウスポインタをリモートウィンドウに戻す事

でマウスポインタ位置が自動的に調整されます。 

 

フルスクリーン表示の場合には、マウスポインタを右下の OSD ツールバー上まで移動し、再度画面

上に戻す事でマウスポインタ位置が自動的に調整されます。 

 

チェックを外す 

中間に設定 

マウスをダブルクリック 
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【 Windows Vista 】 

 

[ スタート ]→[ コントロールパネル ]→ ［マウス］を選択し、マウスのプロパティ を開きます。 

“ ポインタオプション ” から設定をします。 

 

以下のように設定します。 

 

 

速度 

中間に設定します 

「ポインタの精度を高める」のチェックをはずす 

動作 チェックをはずします 

表示 全てのチェックをはずします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マウスポインタを一旦リモートウィンドウの外に出し、再度マウスポインタをリモートウィンドウに戻す事

でマウスポインタ位置が自動的に調整されます。 

 

フルスクリーン表示の場合には、マウスポインタを右下の OSD ツールバー上まで移動し、再度画面

上に戻す事でマウスポインタ位置が自動的に調整されます。 

 

 

マウスをダブルクリック 

中間に設定 

チェックを外す 



55 

 

【 Linux Redhat 】 

 

[個人設定]→[マウス設定]→全てのスライドバーを中間に設定します。 

 

マウスポインタを一旦リモートウィンドウの外に出し、再度マウスポインタをリモートウィンドウに戻す事

でマウスポインタ位置が自動的に調整されます。 

 

フルスクリーン表示の場合には、マウスポインタを右下の OSD ツールバー上まで移動し、再度画面

上に戻す事でマウスポインタ位置が自動的に調整されます。 

 

 

【 SUN Solaris 】 

 

[Terminal]起動後に下記のようにタイプします。 

 

 xset m 1 

 

マウスポインタを一旦リモートウィンドウの外に出し、再度マウスポインタをリモートウィンドウにも戻す

事でマウスポインタ位置が自動的に調整されます。 

 

フルスクリーン表示の場合には、マウスポインタを右下の OSD ツールバー上まで移動し、再度画面

上に戻す事でマウスポインタ位置が自動的に調整されます。 

 

 

【設定を行ってもマウスカーソルが同期しない場合】 

上記の設定でポインタが上手く同期されない場合は、以下の操作を行ない、アクティブポインタを

小化（十字型カーソルから点字型カーソルに変更）してご使用ください。 

この機能は、フルスクリーンモードのみで使用できます 

 

ファンクションキーを次の順番で押します。 

  

[F11]→[F10]→[F9] 

 

もう一度、上記操作を行うと、元の設定に戻ります。 
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【画面の表示位置がずれて表示される場合】 

 

画面表示が左右いずれかの方向に数ドット～数十ドットずれて表示される場合には画面のキャリブ

レーションを行ないます。 

 

「VideoOption」画面を表示するには 

  

OSD メニューの［VideoSetting］ボタンを押し、「VideoOption」画面を表示します 

 

 

 

 

 

 

 

 また、ファンクションキーを次の順番で押す事でも「VideoOption」画面を表示します 

 

[F5]→[F6]→[F7] 

 

 

［AutoSync］ボタンを押す事で画面の表示位置が自動的に調整されます。手動で調整するには 

カーソルボタンを押す事で調整します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VideoSetting ボタン 

カーソルボタン 

AutoSync ボタン 
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ホットキー 

ホットキーセットアップユーティリティ 

キーボード、ビデオ、マウスの設定に関する様々な機能は、ホットキー経由で操作することができま

す。ホットキーセットアップユーティリティは OSD コントロールパネルのキーボードアイコンをクリックする

ことで呼び出せます。セットアップユーティリティ画面は、下図のように、左側のホットキーアクション一覧

と、右側の対応ホットキー一覧から構成されています。 

 

 

 

 

ホットキー機能に関する詳細は下記の表の通りです。 

 

アクション 機能説明 

Exit remote location 
CN-6000 のリモート表示を終了します。セッションは保持

されたままです。 

Adjust Video ビデオアジャストユーティリティを呼び出します。 

Toggle OSD ツールバーの表示/非表示を切り替えます。 
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Toggle mouse display 

（この機能は Full Screen Mode 下でのみ有効です） 

Full Screen Mode 下でマウスポインタが 2 つ表示されて

いるために、アクティブなマウスポインタがどれか分かりに

くくなる状況が起こりえます。この機能を使うとリモートコン

ピュータのポインタを 小化します。 

この機能が有効になっているとき、もう一度このホットキー

操作を行うと元の状態（十字ポインタ）に戻ります。 

Adjust mouse 

この機能でローカルとリモートのマウスポインタ動作を同

期します。このホットキーを実行すると、リモートマウスポ

インタがウィンドウの左上にセットされます。ローカルマウ

スポインタ（十字ポインタ）をリモートマウスポインタの上に

正確に重ね合わせ、左クリックすると同期が完了します。 

Substitute Alt key 

CN-6000 と接続中は、[Alt] + [Tab]と[Ctrl] + [Alt] + 

[Delete]を除いたすべてのキーボード入力が CN-6000

側に送られます。ローカルシステムに対して[Alt] + [Tab]

と[Ctrl] + [Alt] + [Delete]の機能を実行したい場合に

は、任意のファンクションキーが[Alt]キーの代わりに設定

できます。 

例えば[F12]を使用すると、[F12] + [Tab]、[Ctrl] + [F12] 

+ [Delete]で操作が行えます。 

デフォルトでは[F12]キーが割り当てられています。 

 

注意： ホットキー操作を行うとき、使用するキーは押した後すぐに離すように操作してください。

押している時間が長すぎると入力が無効になります。 
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ホットキー設定変更 

デフォルトで設定されているホットキーの組み合わせで不都合がある場合、下記の手順で任意のフ

ァンクションキーをホットキーに割り当てることができます。 

 

1. ホットキーセットアップ画面で変更したいホットキーアクションを選択し、「Start」ボタンをクリックしま

す。 

2. [F1]～[F12]の任意のキーを入力します。（キーは1つずつ押してください）。入力したキーが画面左の

フィールドに表示されます。 

3. 使用するキー入力を終えたら「Stop」ボタンをクリックします。 

4. 「Set」ボタンをクリックします。 

5. 他にも変更したいホットキーがある場合は同様の手順を繰り返します。 

 

注意： 同じ組み合わせのファンクションキーを用いても、入力する順序を入れ替えれば複数のホッ

トキー操作を割り当てることができます。ただし、この場合には 初に入力するキーを変え

てください。他のホットキー入力と重複しないよう気をつけて設定してください。 

例：以下のように[F1] [F2] [F3]のみを用いて異なる複数の操作を割り当てることができま

す。 

・[F1] [F2] [F3] 

・[F2] [F1] [F3] 

・[F3] [F2] [F1] 
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ビデオアジャスト 

「Video Options」ダイアログでは、お使いの環境に合わせてリモートモニタにおけるローカルディスプ

レイの表示位置および画質を調整することができます。OSD コントロールパネルのハンマーアイコンを

クリックするか、Adjust Video ホットキー（p.57 参照）を入力すると、以下のような画面が表示されます： 
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設定オプションの詳細については下記の表をご参照ください。 

 

オプション 説明 

Screen Position 矢印ボタンをクリックすることによってローカルディスプレイの水平方向、垂

直方向の調節をします。 

Auto-Sync Auto-Sync をクリックすることによってローカルディスプレイの水平方向、

垂直方向をリモートディスプレイに自動同期させます。 

またローカルとリモートのマウスポインタが同期されていないとき、この機能

で同期させることができます。 

 

 

自動同期の結果に満足されない場合は、「Screen Position」の矢印ボタン

を使って手動で設定しなおしてください。 

注意： この機能は画面の表示が明るいときでないと十分に効果が発

揮されません。 

RGB スライドバーを使って RGB（レッド、グリーン、ブルー）値を調節してくださ

い。RGB 値が調節されると、イメージの RGB 構成要素が対応して調節さ

れます。 

Video Quality スライドバーを使ってビデオの画質を調節してください。20～100 の範囲

の値を設定できます。値がより大きければ画質はより向上しますが、それ

だけ多くのビデオデータが転送されることになります。 

Sense ローカルディスプレイのガンマ値を補整する場合は、「Enable」にチェック

を入れてスライドバーを調節してください。 
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メッセージボード 

 

CN-6000 はマルチユーザーログインをサポートしています。ログインしているユーザー同士のコミュ

ニケーションを可能にするために、一般的なメッセンジャータイプのインターフェースを有するメッセー

ジボード機能を提供しております。 

このメッセージボード機能は、標準的なチャットプログラムと同様の機能を備えております。Windows

クライアントのメッセージボードアイコン（p.49 参照）をクリックすると、以下のようなダイアログが表示され

ます。 
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ボタンバー 

メッセージボード内のボタンバーに配置されている各ボタンはトグルボタンで、操作するたびに内容

のオン/オフを切り替えます。各ボタンの機能は以下の表のとおりです。 

ボタン 機能 

 

チャット機能を有効/無効にします。チャット機能が無効になっている場合、この

ボタンは網がけされた状態になり、メッセージボードにメッセージが送信されて

も表示されません。ユーザーリストパネルのユーザーネームの横にこのアイコン

が表示されている場合、そのユーザーがチャット機能を無効にしていることを表

しています。 

 

キーボード・モニタ・マウス（KVM）を専有/開放します。KVM があるユーザーに

よって専有されている場合、このボタンは網がけされた状態になり、他のユーザ

ーは画面のモニタリングおよびキーボード・マウスの操作ができなくなります。ユ

ーザーリストパネルのユーザーネームの横にこのアイコンが表示されている場

合、そのユーザーが KVM を専有していることを表しています。 

 

キーボード・マウスを専有/開放します。キーボード・マウスがあるユーザーによっ

て専有されている場合、このボタンは網がけされた状態になり、他のユーザーは

画面のモニタリングは可能ですが、キーボード・マウスの操作ができなくなりま

す。ユーザーリストパネルのユーザーネームの横にこのアイコンが表示されてい

る場合、そのユーザーがキーボード・マウスを専有していることを表しています。

 

ユーザーリストの表示/非表示を切り替えます。ユーザーリストを非表示にすると、

ユーザーリストパネルが閉じられます。ユーザーリストが表示されているとき、この

ボタンは網がけされた状態になります。 

 

メッセージ表示パネル 

ユーザーがメッセージボードに書き込んだメッセージはシステムメッセージと同様、メッセージ表示パ

ネルに出力されますが、チャット機能を無効にしている場合はボードにメッセージが書き込まれても表

示されません。 

 

メッセージ入力パネル 

メッセージを送信したい場合は、このメッセージ入力パネルに内容を書き込んで、「Send」ボタンをク

リックするか、[Enter]キーを押してください。 
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ユーザーリストパネル 

現在、CN-6000 にログインしているユーザーの一覧は、ユーザーリストパネルに表示されます。 

 

 自身のユーザーネームはオリーブ色で、その他のユーザーネームは緑色でそれぞれ表示されま

す。 

 デフォルトでは、メッセージは全ユーザーに送信されます。ある特定のユーザー宛にメッセージを

送信したい場合は、ユーザーリストパネルから対象となるユーザーを選択してから、メッセージを

送信してください。 

 特定のユーザーの選択操作を行った後に、全ユーザーにメッセージを送信したい場合は、ユー

ザーリストパネルから「All Users」を選択し、メッセージを送信してください。 

 キーボード・モニタ・マウス、またはキーボード・マウスを専有しているユーザーはユーザーネーム

の横に下図のようなアイコンが表示されます。 
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第 6 章 

Java クライアント 

はじめに 

 

本製品専用のＪａｖａクライアントソフトウェアは、Java に対応したすべてのプラットフォームから CN-6000

へのアクセスを可能にします。お使いのシステムに Java がインストールされていない場合は、Sun 社の Java 

web サイトから Java 2 を無料でダウンロードすることができます。http://java.sun.com/ 

Java クライアントを使用して CN-6000 にアクセスする場合は、以下の手順で操作してください。 

 

1.  CN-6000 にログイン（p.28 参照）してから、「Java Client」アイコンをクリックしてください。 

注意： Java クライアントを使用するときには、CN-6000 Security 設定で「Default Java program 

name」の指定が必要です。 「Default Java program name」の項目で、Java クライアント

から CN-6000 にアクセスするときに、ユーザーが接続するページ名の設定を行いま

す。設定後は web ブラウザでアクセスする際に、以下のように入力してください。 

入力例：   http://192.168.0.125/入力したページ名 
「Default Java program name」 を設定すると、以後このように入力しないと、CN-6000

へのアクセスが許可されません。このページ名が不明である場合は、CN-6000 の管理

者に問い合わせてください。 

 

2. ダイアログボックスが表示されるので、「Open」（または「開く」）ボタンを選択してください。 

注意： ブラウザで直接 Java クライアントプログラムを開くことができない場合、プログラムファイ

ルを一旦ディスクに保存し、ブラウザで CN-6000 のページを開いた状態で、もう一度

ディスクからプログラムを実行するようにしてください。 

 

1～2 秒後、認証ダイアログボックスが表示されます。 
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認証が成功するとリモートシステムの画面がローカルモニタに表示されます。 

 

 

操作方法 

 

接続が確立すると、ローカルシステムの画面がモニタに表示されます。あたかも目の前にあるコンピ

ュータを操作するように、ローカルシステムを操作することができます。 

 

注意： 1. [Alt] + [Tab]キーでローカルとリモートの操作を切り替えることが可能です。 

2. ネットワーク転送で発生するタイムラグによって、ローカルへのコンソール入力に対す

る反応が多少遅れることがあるかもしれません。マウスクリックを行う際など、ポインタの

挙動に注意するようにしてください。 

3. ネットワーク転送で発生するタイムラグによって、動作の不安定感があるかもしれませ

ん。画像や、特に動画の表示遅れやコマ落ちなどが発生する可能性があります。 

4. ローカルとリモートのマウスポインタの同期がうまくできない場合は、「Mouse 

Synchronization」ボタンを使ってください。詳細は p.68 をご参照ください。 
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ツールバー 

 Java クライアントでは、CN-6000 の設定および操作をツールバーを使用して行います。Java クライア

ントはローカルシステムの画面をフルスクリーンで表示しますが、通常ツールバーはスクリーン下部中

央のブランクエリアに隠れています。マウスポインタをこのエリアに移動させると、ツールバーが表示さ

れます。 

 

 

以下、ツールバーの左から順に機能を説明します。 

 

ビデオ 

ツールバーの一番左の歯車ボタンをクリックすると、「Video Settings」ダイアログボックスが表示され

ます。 
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各オプションの操作は Windows クライアントのビデオアジャスト機能に準じます。詳細については

p.60 をご参照ください。 

 

注意： 初めて接続したときは、「Auto-Sync」ボタンを押してマウス同期を行うことをお勧めし

ます。 

 

ソフトウェアキーパッド 

左から 2 番目のキーボードボタンをクリックすると、ソフトウェアキーパッドが表示されます。一部のキ

ーボード入力が CN-6000 に送られない場合がありますので、その場合はこのソフトウェアキーパッドを

使用して入力することが可能です。 

 

 

 

マウス 

リモートでのマウス入力と、ローカルシステムのマウスポインタの挙動がまれに同期しなくなることがあ

ります。この場合、左から 3 番目のマウスボタン「Fast Mouse Synchronization」を押してマウスの同期を

行ってください。この方法でも解決しない場合は、前ページ ビデオ設定の「Auto-sync」を実行してみ

てください。 

上記２種類の方法でも問題が解決しない場合は、Windows クライアントのマウス同期の手順（p.51 参

照）に従ってください。 

 

1. 「Mouse Synchronization」ボタンを押します。この操作でマウスポインタが画面の左上部に移動し

ます。 

2. リモートのマウスポインタをローカルのマウスポインタに正確に重ね合わせ、クリックしてください。 
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メッセージボード 

CN-6000 はマルチユーザーログインをサポートしています。ログインしているユーザー同士のコミュ

ニケーションを可能にするために、一般的なメッセンジャータイプインターフェースのメッセージボード

機能を提供しております。 

Java クライアントツールバーのメッセージボードアイコン（p.67 参照）をクリックすると、以下のようなウ

ィンドウが表示さます。 

 

 

 ユーザーがメッセージボードに書き込んだメッセージはシステムメッセージと同様、メッセージ表示

パネルに出力されますが、チャット機能を無効にしている場合はボードにメッセージが書き込まれ

ても表示されません。 

 メッセージを送信したい場合は、メッセージ入力パネルに内容を書き込んで、「Send」ボタンをクリ

ックしてください。 

 現在、CN-6000 にログインしているユーザーの一覧は、ユーザーリストパネルに表示されます。 

 デフォルトでは、メッセージは全ユーザーに送信されます。ある特定のユーザー宛にメッセー

ジを送信したい場合は、ユーザーリストパネルから対象となるユーザーを選択してから、メッ

セージを送信してください。 

 特定のユーザーの選択操作を行った後に、全ユーザーにメッセージを送信したい場合は、

ユーザーリストパネルから「All Users」を選択し、メッセージを送信してください。 

 ユーザーリストの表示/非表示を行う場合は、メッセージ表示パネルとユーザーリストパネル

の間にある三角ボタンをクリックしてください。 
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メッセージボード内のボタンバーに配置されている各ボタンはトグルボタンで、操作するたびに内容

のオン/オフを切り替えます。各ボタンの機能は以下の表のとおりです。 

 

ボタン 機能 

 

チャット機能を有効/無効にします。チャット機能が無効になっている場合、この

ボタンは網がけされた状態になり、メッセージボードにメッセージが送信されて

も表示されません。ユーザーリストパネルのユーザーネームの横にこのアイコン

が表示されている場合、そのユーザーがチャット機能を無効にしていることを表

しています。 

 

キーボード・モニタ・マウス（KVM）を専有/開放します。KVM があるユーザーに

よって専有されている場合、このボタンは網がけされた状態になり、他のユーザ

ーは画面のモニタリングおよびキーボード・マウスの操作ができなくなります。ユ

ーザーリストパネルのユーザーネームの横にこのアイコンが表示されている場

合、そのユーザーが KVM を専有していることを表しています。 

 

キーボード・マウスを専有/開放します。キーボード・マウスがあるユーザーによっ

て専有されている場合、このボタンは網がけされた状態になり、他のユーザーは

画面のモニタリングは可能ですが、キーボード・マウスの操作ができなくなりま

す。ユーザーリストパネルのユーザーネームの横にこのアイコンが表示されてい

る場合、そのユーザーがキーボード・マウスを専有していることを表しています。

 

 ユーザーがチャット機能を無効にしている場合、ユーザーリストパネルのユーザーネームの前に

該当アイコンが表示されます。 

 ユーザーが KVM やキーボード・マウスを専有している場合、ユーザーリストパネルのユーザーネ

ームの前に該当アイコンが表示されます。 
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LED ロック 

ツールバー中央の 3 つのインジケータは、リモートコンピュータの Num Lock、Caps Lock、Scroll 

Lock の各ステータスを表しています。アイコンをクリックするとそれぞれのステータスを切り替えます。 

 

注意： まれに初期接続時にインジケータの表示が実際と異なっている場合があります。ローカル

の状態と同期させるために、インジケータをクリックして設定してください。 

 

 

スクリーンモード 

このボタンをクリックすると、ローカルディスプレイの 大化/縮小（Window モード）を切り替えます。 

 

？ボタン 

このボタンをクリックすると Java クライアント ヘルプページを表示します。 

 

Exit 

ツールバー右端のこのボタンをクリックすると Java クライアントを閉じてローカルシステム操作を終了

します。 
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第 7 章 

ログファイル 
 

 

ログファイル画面 

 

CN-6000 で起こるすべてのイベントはログファイルに記録されます。それらのログは同時に時間情

報も記録され、検索可能なデータベースとして利用されます。ログファイルを表示するには、画面左側

下部の Log アイコンをクリックしてください。下図のように表示されます。 
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 大 512 のイベントをログファイルで管理することができます。新規イベントが発生すると、ファイルの

先頭に随時追加されていきます。ファイルに追加されたイベント数が 大に達した場合は、一番下の

行が切り捨てられます。 

 

注意： このログファイルで保存可能な 大イベント数を超えるログを管理したい場合は、ログサー

バーアプリケーションプログラムをセットアップしてください。詳細は p.104 をご参照くださ

い。 

 

ログファイルをクリアするには、画面右側下部に表示されている Clear Log アイコンをクリックしてくだ

さい。 
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第 8 章 

CN-6000 ユーティリティソフトウェア 
 

 

 ブラウザベースの各種ユーティリティのほかに、CN-6000 ではブラウザを利用しない環境でもお使いい

ただけるよう、アドミニストレーターユーティリティ、Windows クライアント、Java クライアント、ログサーバとい

った GUI ベースのアプリケーションを提供しております。本章では各ツールのインストール方法および操

作手順について説明していきます。 

 

アドミニストレーターユーティリティ 

 

セットアップ 

 Windows ベースのアドミニストレーターユーティリティは製品に同梱されている CD に収録されていま

す。以下の手順でインストールを行ってください。 

 

1. 製品同梱の CD をお使いのコンピュータのドライブにセットした後、エクスプローラー等で CD 内

のフォルダを開き、インストーラー（CN6KAdminTool.exe）のアイコンをダブルクリックしてください。

インストーラーが起動すると以下のような画面が表示されます 

 



75 

 

 

2. 「Next」ボタンを押して、インストーラーの画面内の指示に従って操作してください。インストールが

完了すると「CN6KAdminTool」のアイコンがデスクトップ上に作成されます。 

 

お使いいただく前に 

 アドミニストレーターユーティリティのメイン画面を表示するには、「CN6KAdminTool」アイコンをダブル

クリックするか、コマンドラインからこのプログラムのフルパスを入力して実行してください。 

 初期起動時にはシリアルナンバーの入力を促すダイアログボックスが表示されます。シリアルナンバ

ーは製品同梱の CD ケースに記載されております。シリアルナンバーを各テキストボックスに 5 桁ずつ

入力していき、入力が終わったら「OK」ボタンを押してください。 

 

 

 

 アドミニストレーターユーティリティは、ローカル LAN セグメントに存在する CN-6000 を自動検出しま

す。検出が終わると、下図のようなダイアログに検出結果が表示されます。 

 

 

 リストに表示された CN-6000 の詳細設定を行う場合は、その項目をダブルクリックしてください。 

 お使いになる CN-6000 がリストに表示されない場合は、CN-6000 の IP アドレスを「CN6000 

address」のフィールドに、使用ポート番号を「Port」のフィールドにそれぞれ直接入力し、「Login」

ボタンを押してください。 
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注意： 1. CN-6000 の IP アドレスおよび通信に利用するポート番号は、管理者が Network タ

ブ画面で定義したものです。詳細は p.81 をご参照ください。 

2. 「Refresh」ボタンを押すと、ユーティリティがローカル LAN セグメント内にある CN-

6000 を再検出します。 

3. 指定した CN-6000 に接続できなかった場合、ユーティリティ側で別の IP アドレスを

そのユニットに割り当て、再接続を試行します。 

4. 以前別のネットワークセグメントで使用されていた CN-6000 の IP アドレスが新しい

設定に変更されていない場合、アドミニストレーターユーティリティはこのユニットを

検出し、リストに表示しますが、実際に接続することはできません。新しい環境でお

使いになる場合は、正しい IP アドレスを設定しなおすようにしてください。（詳細に

関しては p.115「IP アドレス」を参照） 

 

ログイン 

 アドミニストレーターユーティリティが CN-6000 に接続すると、下図のようなログイン画面が表示されま

す。 

 

 

 設定権限（p.86「User Management タブ」参照）を持つユーザーのみがログインできます。有効なユー

ザーネームおよびデフォルトパスワードを入力し、「Login」ボタンを押して操作を続けてください。 

 

注意： デフォルトのユーザーネーム、パスワードは以下のとおりです。 

    デフォルトユーザーネーム：administrator 

    デフォルトパスワード：password 

このユーザーでログインした後で、ユーザーネームおよびパスワードの変更が可能にな

ります。(p.86｢User Management タブ」参照） 
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 ユーティリティがログイン処理中である場合、以下のダイアログが表示されます。 

 

 

 

注意： ログインに失敗すると、認証処理によって「server is busy」という内容のメッセージが表示

されます。これは悪意のあるユーザーが有効なユーザーネームとパスワードを検出する

のを防ぐためです。このメッセージが表示されたら、ユーザーネームとパスワードに誤り

がないことを確認して再度ログインを行ってください。 

 

 デフォルトユーザーネーム・パスワードによるログインに成功すると、以下のダイアログが表示されます。 

 

 

 セキュリティ上の観点からも、デフォルトユーザーネームおよびデフォルトパスワードは必ず変更して

ください。(p.86｢User Management タブ」参照） 
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設定ダイアログ 

 ログインすると、下図のような設定ダイアログが表示されます。 

 

 

 このメニューは 5 つのタブから構成されており、カテゴリ別に分けられています。各タブの内容と設定

方法については後述しますので、そちらをご参照ください。 
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■変更内容の適用方法 

 設定内容が確定し、CN-6000 にその内容を反映する場合は、以下の手順で操作してください。 

 

1. Network タブの内容を変更した場合、また、Customization タブでファームウェアをアップグレードし

た場合は、手順 2 に移る前に「Reset on Exit」（p.90 参照）にチェックを入れておく必要があります。 

2. 設定ダイアログの下部に配置されている「OK」ボタンを押して、変更内容を CN-6000 に反映させて

ください。処理が完了すると、以下のダイアログが表示されます。 

 

3. 「OK」ボタンを押すと、アドミニストレーターユーティリティのデバイス選択画面（p.75 参照）に戻ります。 

 

注意： 変更を中止し、ユーティリティを実行する前の設定に戻す場合は、画面下部にある

「Cancel」ボタンをクリックしてください。 
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■General タブ 

 General タブでは CN-6000 に関する基本情報を管理します。 

 

 

 タブ内の各項目に関する詳細は以下の表のとおりです。 

 

項目 内容 

MAC Address CN-6000 の MAC アドレスが表示されます。 

Device Name 

複数の CN-6000 のセットアップを簡単に行うために、デバイスに名前をつ

けることができます。CN-6000 に名前をつける場合には、このフィールドを

編集してください。（ 大半角英数字 15 文字で設定可能です） 

Main Firmware Version メインボードのファームウェアの現在のバージョンが表示されます。 

 

 本製品のファームウェアおよび認証ソフトウェアの 新版は弊社サイトからダウンロードすることが可

能です。詳細は p.91 の「ファームウェアのアップグレード」をご参照ください。 
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■Network タブ 

 このタブでは CN-6000 のネットワーク環境の設定を行うことができます。 

 

 Network タブは「Access ports」、「IP address」、「Log server」の 3 つの部分から構成されています。

各項目の詳細は以下のとおりです。 

 

Access Ports 

 アドミニストレーターは、ユーザーが CN-6000 の IP アドレスにアクセスする際に入力を促されるポー

ト番号をここで設定することができます。ポート番号が正しくないと、CN-6000 は検索しても見つかりま

せん。各項目の詳細は以下のとおりです。 

 

項目 説明 

Program 

アドミニストレーターユーティリティおよび Windows クライアントソフトウェア

から接続する際に設定しておかなければならないポート番号です。有効な

値の範囲は 1024～60000 です。 

Java 
Java クライアントソフトとの通信に使用するポート番号です。有効な値の範囲

は 0～65535 です。 
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IP Address 

 CN-6000 は静的 IP アドレス、動的 IP アドレス（DHCP）の両方を使用することができます。 

 動的 IP アドレスを使用する場合は、Network タブ内にある「Obtain an IP address 

automatically」のラジオボタンを選択してください。 

 固定 IP アドレスを使用する場合は、Network タブ内にある「Set IP address manually」のラジ

オボタンを選択し、設定する IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの内容を

各該当フィールド（「IP address」、「Subnet mask」、「Default gateway」）に入力してください。 

 CN-6000 は DNS アドレスの自動取得、または手動による設定が可能です。 

 DNS アドレスを自動取得する場合は、「Obtain DNS server address automatically」のラジオ

ボタンを選択してください。 

 DNS アドレスを設定する場合は、「Use the following DNS server address」のラジオボタンを

選択し、設定する優先 DNS サーバ、代替 DNS サーバの内容を各該当フィールド（「Primary 

DNS server」、「Alternate DNS server」）に入力してください。 

 

Log Server 

 ログインや内部ステータスメッセージ等、CN-6000 で発生する重要なイベントの内容は自動生成され

たログファイルに保存されます。この機能をご利用になる場合は、ログファイルの保管場所となるサー

バの MAC アドレスおよびポート番号を「Log server」セクションの該当フィールド（「MAC address」、

「Port」）に設定してください。 

 

注意： ログサーバのポート番号は「Access ports」セクションの「Program」および「Java」のフィー

ルドで定義したポートとは異なるポートを使用してください。 
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■Security タブ 

 Security タブでは CN-6000 のアクセス情報を管理します。 

 

 

 「User station filters」セクションでは、特定の IP アドレスまたは MAC アドレスによる CN-6000 へ

のアクセスを許可/禁止します。 

 「Default Java program name」のフィールドには Java クライアントから CN-6000 にアクセスする際

に IP アドレスの後ろに追加する文字列を定義します。以下の例のように記入してください。 

192.168.0.126/abcdefg 

ユーザーは IP アドレスと同時にこの文字列を定義する必要があります。このフィールドを正しく定

義しないと、アクセスが拒否されますのでご注意ください。 

注意： 1. このフィールドに何も設定されないと、Java クライアントソフトウェアから CN-

6000 にアクセスできません。 

2. セキュリティ対策のためにも、ここで使用する文字列は定期的に変更すること

をお勧めします。 

 「Admin station filters」セクションでは CN-6000 アドミニストレーターユーティリティによるアクセス

を許可するコンピュータの MAC アドレスを設定します。このリストに何も設定されていない場合、

アドミニストレーターユーティリティのアクセスには特に制限がないことを表しています。 
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Filtering 

 ユーザーIP、ユーザーMAC アドレス、アドミニストレーターMAC アドレスの各カテゴリに対して、

大 100 項目のフィルターを設定することができます。 

 CN-6000 にアクセスするコンピュータのフィルタリングを有効にする場合は、「IP filter enable」また

は「MAC filter enable」にチェックを入れてください。 

 フィルター項目を追加する場合は、「Add」ボタンを押してください。この操作をすると以下のような

ダイアログが表示されます。（上の図は IP アドレスフィルターの追加画面、下の図は MAC アドレ

スフィルターの追加画面です） 

 

 ダイアログボックスにフィルタリング対象となるアドレスを入力し、「OK」ボタンを押してください。 

 IP アドレス、MAC アドレスのフィルターとも、単一のアドレスを指定することもできますし、アド

レスの範囲を指定することも可能です。単一のアドレスを指定する場合は、「From」、「To」の

フィールドともに同一のアドレスを指定してください。 

 フィルター項目を削除する場合は、対象となる項目をリストから選択し、「Remove」ボタンを押してく

ださい。また、フィルター項目の内容を変更する場合は、対象となる項目をリストから選択し、

「Edit」ボタンを押してください。編集用ダイアログの構成は基本的には追加用ダイアログと同じで

す。ダイアログが表示されたら、古いアドレスを新しいアドレスに修正してください。 

 フィルター項目からのアクセスの許可（included）/拒否(excluded)の設定は、「include」、「exclude」

の各ラジオボタンを使って設定します。 

 「include」ラジオボタンが選択されると、フィルターリストに登録されているすべてのアドレスに

よるアクセスが許可され、その他のアドレスによるアクセスは拒否されます。 

 「exclude」ラジオボタンが選択されると、フィルターリストに登録されているすべてのアドレスに

よるアクセスが拒否され、その他のアドレスからのアクセスは許可されます。 
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 IP アドレスフィルターのダイアログボックスと、MAC アドレスフィルターのダイアログボックスは基本

的に同様の構成になっております。 

 

Security タブにおけるフィルターの設定例は下図のとおりです。 
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■User Management タブ 

 このタブでは、ユーザー情報を管理し、各 CN-6000 ユーザーに対してアクセス権限の設定を行うこと

ができます。 大 64 名のユーザープロフィールを定義することが可能です。 

 

 

 CN-6000 は 大 64 名のユーザーによるアクセスが可能です。 

 ユーザーを追加する場合は、「Add」ボタンを押して、「User Management」ダイアログでユーザー

登録に必要な情報を入力します。（p.87 参照） 

 ユーザーを削除する場合は、リストから削除対象となるユーザーを選択し、「Remove」ボタンをクリ

ックします。 

 ユーザー情報を変更する場合は、リストから変更対象となるユーザーを選択し、「Edit」ボタンをクリ

ックします。「User Management」ダイアログが表示されますので、内容を変更してください。 
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 「Add」ボタン、または「Edit」ボタンを押すと、以下のような「User Management」ダイアログが表示され

ます。 

 

 

 各設定項目の内容は以下のとおりです。 

項目 説明 

Username 英数 小 6 文字、 大 15 文字で設定してください。 

Password 英数 小 8 文字、 大 15 文字で設定してください。 

Confirm Password 
パスワード確認用の項目です。「Password」の項目で設定した内容と同じ文

字列を設定してください。 

Description 必要であればユーザーに関する追加情報を入力してください。 

（表は次のページに続きます） 
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項目 説明 

Permissions 

ユーザーの CN-6000 の機能に対する使用権限を設定します。 

 

Configure： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは CN-6000 のシステム設定変更

が可能になります。 

 

Windows Client： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは Windows クライアントの使用が

可能になります。 

 

Java Client： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは Java クライアントの使用が可能

になります。 

 

Power Management： 

この項目にチェックを入れると Power over the NET™デバイスへのアクセス

が可能になります（拡張機能） 

 

View Only： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは CN-6000 に接続されたコンピ

ュータや KVM スイッチにアクセスし画面をモニタリングすることは可能にな

りますが、コンピュータに対してキーボード・マウス操作を行うことはできま

せん。 

 

Log： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは CN-6000 のシステムログを閲

覧することが可能になります。 

 

View Only： 

この項目にチェックを入れると、ユーザーは CN-6000 のモニタリングは可

能ですが、キーボードやマウスによる操作はできません。 
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■Customization タブ 

 CN-6000 のファームウェアアップグレードはこのタブから行います。また、システムの各種設定や、タ

イムアウトまでの時間（分）、ログイン再試行回数、ログイン失敗時の待機時間（分）を設定します。 
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各項目の内容は下記の表のとおりです。 

項目 説明 

Uploads 

ファームウェアを実行する場合は、 新版のファームウェアを準備し、

「Browse」ボタンを押してファイル選択ダイアログから該当ファイルを選択し

てください。 

Time out control 

CN-6000 へのリモートアクセス タイムアウト時間を設定します。現在アクセ

スしているコンピュータから、ここで設定された一定の時間、何も入力デー

タを受け取らなかった場合、そのセッションを終了します。 

Login failure 

Login failures allowed：リモートからのログイン失敗時の再試行可能回数を

指定します。 

Login failure time out：ログインに連続して失敗したコンピュータは、ここで

指定された時間が経過するまでは再度ログインすることができません。 

Working mode 

 「Enable stealth mode」にチェックが入っている場合は、CN-6000 に対

する ping が無効になります。 

 「Enable Echo mode」にチェックが入っていない場合は、エコーが無効

になり、ローカルネットワークでも CN-6000 ユニットが検出できません。

(p.75 および p.94 参照) 

 「Enable Browser」にチェックが入っている場合、CN-6000 は Web ブラ

ウザからアクセスできるようになります。すなわち、この項目にチェックが

入っていないと、Web ブラウザからアクセスできませんので、ご注意くだ

さい。 

Multiuser operation 

この項目にチェックが入っていると、複数ユーザーが CN-6000 に同時にア

クセスできるようになり、 大 32 ユーザーの同時ログインを許可します。 

  
注意： 複数ユーザーによるアクセスを許可している際に、CN-6000

に対して排他アクセスを行いたい場合は、メッセージボードか

ら操作してください。(p.62 および p.70 参照) 

Reset on exit 
この項目にチェックを入れると、CN-6000 をリセットし、ダイアログ内の

「OK」ボタンが押された際に新しい変更内容が反映されます。 
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ファームウェアのアップグレード 

 CN-6000 の 新版のファームウェアは弊社 web サイトよりダウンロードすることができます。ファーム

ウェアファイルをダウンロードしたら、下記の手順に従ってファームウェアのアップグレードを行ってくだ

さい。 

 

1. 設定ダイアログの「Customization」タブ（p.89 参照）を開き、「Browse」ボタンを押してファイルダイアロ

グを開きます。 

2. 「ファイルを開く」ダイアログが表示されたら、アップデートしたいファームウェアが保存されているディ

レクトリに移動し、該当ファイルを選択してください。 
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3. 「Open」（開く）ボタンを押すと、「Customization」タブの「Mainboard F/M」の項目に手順 2 で選択し

たファームウェアファイルのパスが表示され、また、「Upload version」として、そのファイルのバージョ

ンが表示されます。 

 

 

注意： CN-6000 のファームウェアアップグレードファイルでないものをダイアログから選択

した場合、「Open」ボタンを押した際に「Invalid file type」（ファイルタイプが無効で

す）というエラーメッセージが表示されます。この場合は、もう一度ファイルダイアロ

グを開いて、正しいファイルを選択しなおしてください。 

 

4. 「Reset on exit」の項目にチェックを入れます。 

5. 「OK」ボタンを押して設定内容を保存し、CN-6000 をリセットします。リセットが完了したら 30～60 秒

程度待機し、アドミニストレーターユーティリティに再度ログインしてください。 
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Windows クライアント 

 

 Windows 版クライアントソフトウェアは本製品に同梱されている CD に収録されております。 

 

セットアップ 

 Windows クライアントは以下の手順でインストールしてください。 

 

1. 製品同梱の CD をコンピュータにセットした後、エクスプローラー等で CD 内のフォルダを開き、イン

ストーラー（CN6KAdminTool.exe）のアイコンをダブルクリックしてください。 

インストーラーが起動すると以下のような画面が表示されます。 

 

2. 「Next」ボタンを押して、インストーラーの画面内の指示にしたがって操作してください。インストール

が完了すると、「WinClient」のアイコンがデスクトップに作成されます。 
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お使いいただく前に 

Windows クライアントのメイン画面を表示するには、「WinClient」アイコンをダブルクリックするか、コ

マンドラインからこのプログラムのフルパスを入力して実行してください。 

 初期起動時には下図のようなシリアルナンバーの入力を促すダイアログボックスが表示されます。 

 

このシリアルナンバーがご不明である場合は、CN-6000 の管理者に問い合わせてください。シリア

ルナンバーを各テキストボックスに 5 桁ずつ入力していき、入力が終わったら「OK」ボタンを押してくだ

さい。 

注意： Windows クライアントの動作環境には DirectX 7.0 以降のもの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とクライアントソフトウェアが起動しませんの

で、ご注意ください。 

 

 

接続画面 

Windows クライアントソフトウェアが起動すると、以下のような CN-6000 との接続画面が表示されま

す。 
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 接続画面における各項目の詳細は以下の表のとおりです。 

項目 説明 

メニューバー 

メニューバーは「File」、「Tools」、「Help」の 3 つの項目から構成されていま

す。 

1. 「File」メニューでは、作業用ファイルの作成・保存・読み込みを行うこと

ができます。(詳細については p.96 参照) 

2. 「Tools」メニューには「Keyboard」と「Config」のサブメニューがあります。

（p.97「Tools メニュー」参照） 

Server List 

Windows クライアントが起動するたびに、ローカル LAN セグメントにある

CN-6000 を検出し、このリストに一覧表示します。特定のユニットに接続する

場合は、その項目をリストから選択し、ダブルクリックしてください。 

Server 

CN-6000 にリモート接続する際に、接続対象となる CN-6000 の IP アドレスを

リストボックスから選択するか、もしくは直接リストに IP アドレスを入力します。

また、使用ポート番号を該当フィールドに入力してください。ポート番号がご不

明な場合は、CN-6000 の管理者までお問い合わせください。 

IP アドレスとポート番号が確定したら、「Connect」ボタンを押して接続を開始し

ます。作業を終了する場合は「Disconnect」を押してコネクションを切断してく

ださい。 

Message List CN-6000 との接続に関するステータスメッセージを一覧表示します。 

Switch to  

Remote View 

CN-6000 との接続が確立すると、このボタンが有効になります。CN-6000 に

接続されたリモートコンソール画面に切り替える場合は、このボタンをクリックし

てください。 

リモートコンソール画面に切り替わると、お使いのモニタにリモートコンソール

のデスクトップが表示され、キーボード・マウスからの入力は CN-6000 に送ら

れ、リモート側のコンピュータで実行されます。 

CN-6000 を KVM スイッチと併用している場合は、実際に手元で操作してい

るかのようにコンピュータの切替を行うことができます。 

Change Password 
CN-6000 との接続が確立すると、このボタンが有効になります。このボタンを

使うと、CN-6000 にログインする際のパスワードを変更することが可能です。
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File メニュー 

「File」メニューでは、作業用ファイルの作成・保存・読み込みを行うことができます。CN-6000 の作業

用ファイルには、ローカル LAN セグメントにある CN-6000 に関する情報、ホットキーの設定といった、

CN-6000 との接続および製品に関する設定情報が書き込まれています。 

クライアントプログラムを起動すると、前回の作業終了時に生成された作業用ファイルの設定を読み

込みます。 

ユーザーはクライアントプログラムの「File」メニューから、こういった作業用ファイルの作成・保存・読

み込みを行うことができます。メニューの各項目に関する詳細は以下の表のとおりです。 

 

項目 説明 

New 
設定値を新規ファイルに保存します。この機能によって、接続を一旦終了した後で

も保存した値を再び読み込んでお使いいただくことができます。 

Open 過去に保存した作業用ファイルを読み込みます。 

Save 設定値を現在開いているファイルに上書き保存します。 
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Tools メニュー 

 「Tools」メニューの操作は、CN-6000 への接続後、かつリモートコンソールへの切替前にご利用いた

だけます。「Tools」メニューには「Keyboard」と「Config」の 2 つのサブメニューがあります。これらの詳細

については後述しますので、そちらをご参照ください。 

 

■Keyboard 

 キーボード・ビデオ・マウスに関する設定操作はホットキーの組み合わせによって実現することができ

ます。ホットキーセットアップユーティリティはこの「Tools」メニューの「Keyboard」サブメニューから実行

します。「Keyboard」サブメニューを起動すると、ホットキーセットアップ画面が表示されます。 

 このダイアログは、基本的に第 5 章の Web ブラウザベースの Windows クライアントのホットキーセット

アップ画面と同じです。詳細に関しては p.57 の「ホットキーセットアップユーティリティ」をご覧ください。 

 



98 

 

 

■Config 

 「Config」サブメニューを起動すると、以下のようなダイアログが表示されます。 

 

 

 「Full screen mode」が有効になっている（チェックが入っている）と、お使いのリモートディスプレイに

は CN-6000 に接続されたローカルディスプレイの画面が 大化されて表示されます。 

 「Full screen mode」が無効になっている（チェックが入っていない）と、リモートディスプレイにはロー

カルディスプレイのデスクトップが通常のウィンドウで表示されます。ローカルディスプレイの解像度が

ウィンドウサイズよりも大きい場合は、マウスポインタを表示したい方向のウィンドウ端まで移動させれ

ば、その方向にスクロールします。 

 「Keep screen size」が有効になっている（チェックが入っている）と、ローカルのデスクトップはリサイズ

されず、そのままの解像度で表示されます。 

 ローカルディスプレイの解像度のほうが小さい場合、ローカルの画面はウィンドウとしてお使いの

リモートモニタの中央部に表示されます。 

 ローカルディスプレイの解像度のほうが大きい場合、ローカルの画面の一部がお使いのモニタ

の中央部に表示されます。モニタ上に表示されていない箇所を操作する場合は、ウィンドウの

中でその場所に一番近い隅にマウスポインタを動かすと、画面がスクロールされます。 

 「Keep screen size」が有効になっていない（チェックが入っていない）と、ローカルコンソールのデスク

トップはお使いのリモートモニタの解像度に合わせてリサイズされます。 

 



99 

 

 

接続 

 CN-6000 ユニットに接続する場合は、以下の手順で操作してください。 

 

1. 接続したい CN-6000 が「Server List」にすでに表示されている場合は、その項目をリストから選択

し、ダブルクリックしてください。また、CN-6000 の IP アドレスとポート番号を入力して指定する場

合は、「Server」の項目にある「IP」のフィールドに CN-6000 の IP アドレスを、また「Port」のフィー

ルドに通信で使用するポート番号をそれぞれ入力し、「Connect」ボタンを押します。この操作を行

うと、以下のようなダイアログボックスが表示されます。 

 

2. 正しいユーザーネームとパスワードを入力し、「OK」ボタンを押してください。 

「OK」ボタンを押すと、プログラムは CN-6000 との接続処理を開始します。処理内容に関するステ

ータスメッセージは、「Message List」で確認することが可能です。 

3. CN-6000 との接続が確立すると、「Switch to Remote View」ボタンが有効になります。 

このボタンをクリックすると、CN-6000 経由でリモートコンソールの画面に切り替えることができます。 
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操作方法 

CN-6000 との接続が確立されると、ローカルシステムのビデオ出力の内容がお使いのモニタに表示

されると同時に、リモートでのキーボード・マウスの入力はローカルシステムに送られます。 

アプリケーション版 Windows クライアントの外観および操作方法は Web ブラウザ版の Windows クラ

イアントと同様ですので、詳細に関しては p.49 をご参照ください。 
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Java クライアント 

 

 Java クライアントであれば、お使いのコンピュータのプラットフォームを問わず CN-6000 に接続するこ

とができます。お使いのコンピュータにインストールされている Java のバージョンが 1.4 以降であれば

このソフトウェアをご利用いただけます。Java のインストールがまだお済みでない場合は、Sun 

Microsystems 社の Java のダウンロードサイトから入手し、インストールを行ってください。 

(http://java.sun.com) 

 

セットアップ 

 Java クライアントソフトウェアは製品同梱の CD に収録されています。Java クライアントの jar ファイル

（CN-6000main.jar）をお使いのコンピュータのハードディスクにコピーしてください。 

 Java クライアントのメイン画面を起動する場合は、以下の手順で操作してください。 

 

1. 製品同梱の CD から Java クライアントの jar ファイル（CN-6000main.jar）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てください。 

 

2. ファイルアイコンのダブルクリック、またはコマンドラインへのファイルパスの入力で CN-

6000main.jar を起動してください。 

注意： Java クライアントソフトウェアの動作環境には 1.4 以降のバージョンの Java がイン

ストールされている必要があります。それ以前のバージョンの Java は動作の保障

外ですので、ご注意ください。 

 

Java クライアントの初回起動時には、以下のようなシリアルナンバーの入力を促すダイアログが表

示されます。 
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3. シリアルナンバーを各テキストボックスに 5 桁ずつ入力していき、入力が終わったら「OK」ボタンを

押してください。（シリアルナンバーがご不明である場合は、CN-6000 の管理者に問い合わせてく

ださい。） 

以下のような「Address Input」ダイアログが表示されます。 

 

 

4. 以下の入力例を参考にして、接続したい CN-6000 の IP アドレスを入力し、IP アドレスの後ろにス

ラッシュを入力した後で CN-6000 の Java クライアント Web ページの名前を入力してください。 

入力例）168.10.95.1/cn6k.html 

 

注意： Java クライアント Web ページの名前は、セキュリティのために必ず IP アドレスの後

ろに付け加えてください。この Web ページの文字列は、不正アクセス防止のため

に CN-6000 の管理者によって予告なしに変更される場合があります。Java クライ

アントで接続する際には、この Web ページが正しいものであることを確認してくだ

さい。 

 

接続が確立すると、以下のようなログインダイアログが表示されます。 
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5. 正しいユーザーネームとパスワードを入力し、「OK」ボタンを押してください。 

CN-6000 への認証処理が完了すると、リモートシステムのデスクトップがお使いのモニタに表示さ

れます。 

 

 

操作方法 

アプリケーション版 Java クライアントの外観および操作方法は Web ブラウザ版の Java クライアントと

同様ですので、詳細に関しては p.66 をご参照ください。 
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ログサーバ 

 

 Windows ベースの CN-6000 のログサーバは、指定された CN-6000 で発生する全イベントを記録す

る、管理者向けのユーティリティです。 

 

セットアップ 

1. 製品同梱の CD をお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。 

2. エクスプローラー等で CD 内のフォルダを開き、インストーラー（CN6KLogServer.exe）のアイコンをダ

ブルクリックしてください。 

インストーラーが起動すると以下のような画面が表示されます。 

 

3. 「Next」ボタンを押して、インストーラーの画面内の指示にしたがって操作してください。インストール

が完了すると、このプログラムのアイコンがデスクトップに作成されます。 
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お使いいただく前に 

ログサーバのメイン画面を表示するには、「Log Server」アイコンをダブルクリックするか、コマンドライ

ンからこのプログラムのフルパスを入力して実行してください。プログラムが起動すると以下のような画

面が表示されます。 

 

 

注意： ログサーバのイベントデータベースを管理するコンピュータの MAC アドレスとポート番

号はアドミニストレーターユーティリティの「Network」タブで設定しておく必要がありま

す。（p.81 参照） 

 

 画面は以下の 3 つのコンポーネントに分かれています。 

 上部メニューバー 

 メニューバー下部の CN-6000 リストパネル（詳細は p.110 参照） 

 下部のイベントリストパネル 

  

各コンポーネントの詳細に関しては後述しますので、そちらをご参照ください。 

 



106 

 

 

メニューバー 

 ログサーバのメニューバーは以下の項目から構成されています。 

 Configure 

 Events 

 Options 

 Help 

 

 各項目の詳細については後述しますので、そちらをご参照ください。 

注意： ログサーバのウィンドウが選択されていない等の理由でメニューバーが有効になってい

ないように見える場合がございますが、このような場合は CN-6000 一覧表示パネルをク

リックし、ウィンドウをアクティブにしてメニューバーをご利用ください。 

 

■Configure 

 「Configure」メニューには「Add」、「Edit」、「Delete」の 3 つのサブメニューが存在します。「Add」メニュ

ーでは CN-6000 ユニットの一覧への新規追加を、「Edit」メニューではリストに登録されたユニット情報

の編集を、また、「Delete」メニューでは一覧からのユニットの削除をそれぞれ行います。 

 リストから CN-6000 のユニットを編集したり削除したりする場合は、リストから対象となる項目を選択し、

この「Configure」メニューから「Edit」または「Delete」メニューをクリックしてください。 

 また、CN-6000 ユニットを一覧に新たに追加する場合は、「Add」メニューをクリックしてください。

「Add」または「Edit」メニューをクリックすると、以下のようなダイアログが表示されます。 
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 ダイアログ内の各項目に関する詳細は以下のとおりです。 

項目 説明 

Address 
CN-6000 の IP アドレスまたは DNS 名（DNS 名が有効になっている場合）を入力し

てください。 

Port 
CN-6000 に割り当てられたログサーバのポート番号を入力してください。（詳細に

ついては p.81 の「Access Ports」を参照） 

Description CN-6000 に関する追加情報があれば、このフィールドに入力することができます。 

Limit 
ログサーバデータベースにおけるイベント保存日数を表します。この期間を過ぎた

イベントはメンテナンス機能で削除することができます。（詳細は p.109 を参照） 

 

フィールドへの記入・編集が完了したら「OK」ボタンを押してください。 

 

■Events 

 「Events」メニューは「Search」と「Maintenance」の 2 つのサブメニューから構成されています。 

 

Search 

 「Search」メニューでは、特定のキーワードを含むイベントを検索することができます。このメニューを起

動すると、以下のようなダイアログが表示されます。 
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 ダイアログ内の各項目に関する詳細は以下のとおりです。 

項目 説明 

Search Options 
検索の対象となるデータの種類を以下のラジオボタンから選択

します。 

New search 
このラジオボタンが選択されると、選択された CN-6000 で発生

したすべてのイベントを対象にして検索を行います。 

Search last results 
このラジオボタンが選択されると、前回の検索結果を対象に検

索を行います。 
 

Search excluding last results 
このラジオボタンが選択されると、前回の検索結果以外を対象

にして検索を行います。 

Server List 

CN-6000 が IP アドレス順に一覧表示されます。ログの検索を

行いたい CN-6000 をリストから選択してください。（複数選択

可）このリストから何も選択されていない場合は、すべての CN-

6000 のログを対象に検索を行います。 

Priority List 

検索結果は重要度によって 3 つのカテゴリに分類されます。 

  
Most システム設定およびユーザーログインに関するイベ

ントを表し、赤色で表示されます。 

 

Less ネットワーク IP 設定に関するイベントを表し、青色

で表示されます。 

 

Least モニタの設定に関するイベントを表し、黒色で表示

されます。 

Start Date/Time 

検索対象となるログの日時をカレンダーコントロールから選択、

もしくはリストボックスに「YYYY/MM/DD」「HH:MM:SS」の形式

で直接入力してください。 

 

入力例）2002 年 5 月 11 日 13 時 45 分 8 秒 

⇒2002/05/11 13:45:08 

End Date/Time 

検索対象となるログのタイムスタンプの終点を入力してくださ

い。「Start Date/Time」に記載されたものと同様のフォーマット

で入力してください。 

Pattern 

パターン検索を行う場合の文字列を入力してください。任意の

文字列を表すワイルドカード（%）を使用することも可能です。 

 

例）h%ds という検索条件で、「hands」と「hoods」という文字列に

ヒットします。 

Result 検索条件に一致したイベントが一覧表示されます。 

Search 入力された条件で検索を行います。 

Print 検索結果を印刷します。 
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Maintenance 

 記録されたイベントログは、保存期間を過ぎても自動的に削除されるわけではありません。（p.107

「Limit」参照） 

 ログ情報はこのメニューからメンテナンスを行ってください。 

 

■Options 

 このメニューには「Network Retry」というサブメニューがあります。 

 このメニューでは、接続失敗による再試行までの待機時間（秒）を設定します。メニューをクリックする

と、以下のような「Retry」ダイアログが表示されます。 

 

 待機秒数を入力したら、「OK」ボタンを押してください。 
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CN-6000 リストパネル 

 CN-6000 リストパネルには、ログサーバによるイベント監視対象として設定されている CN-6000 の一

覧が表示されます。（p.106「Configure」参照） 

 
 

 現在、ログ取得の対象となっている CN-6000 の一覧がイベントリストパネルに表示されます。別の

CN-6000 のログを閲覧する場合は、リストパネルからそのユニットを選択してください。 
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 CN-6000 リストパネルの各項目の詳細は以下の表のとおりです。 

項目 説明 

Recording 

ログサーバがこのリストに表示されている CN-6000 のログを記録するかどうかを設

定します。項目にチェックを入れると、この欄に「Recording」と表示され、ログの記録

を行います。項目からチェックをはずすと、この欄に「Paused」と表示され、ログの記

録は行いません。 

  
注意： このリストに表示されている CN-6000 は選択状態にかかわらず、チェ

ックがついていればログサーバはそのユニットのログを記録します。 

Address 
CN-6000 がログサーバに登録された際に設定された IP アドレスまたは DNS 名で

す。（p.106「Configure」参照） 

Port CN-6000 が通信に使用するポート番号です。（p.106「Configure」参照） 

Connection 

ログサーバが CN-6000 に接続している場合、このフィールドには「Connected」と表

示されます。 

また、CN-6000 に接続していない場合には、このフィールドに「Waiting」と表示され

ます。これはログサーバの MAC アドレスが正しく設定されていないことを表してい

ますので、アドミニストレーターユーティリティの「Network」タブで正しい内容に設定

してください。（p.106「Configure」参照） 

Days 
CN-6000 のイベントをログサーバに保管する日数を表します。（p.106「Configure」参

照） 

Description 
ログサーバ登録時に設定された CN-6000 に関する追加情報です。（p.106

「Configure」参照） 
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イベントリストパネル 

 このパネルには、CN-6000 リストパネルで選択された CN-6000 のイベントログが表示されます。 

 

  

CN-6000 リストパネルで選択されていない項目のログはイベントリストパネルには表示されませんが、

CN-6000 リストパネルでチェックが入っていれば、そのユニットのログはログサーバのデータベースに

登録されます。ログの内容を見る場合は、CN-6000 リストパネルで CN-6000 ユニットを選択してくださ

い。 
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付録 

製品仕様 

 

 

機能 CN-6000 

リモートコンピュータ推奨システム Pentium III 1GHz 以上 

ダイレクト接続 1 
コンピュータ接続数 

大 接続する KVM スイッチに依存 

コンソール接続数 1 

キーボード コンピュータ・KVM 側

対応インターフェース マウス 
PS/2 

キーボード コンソール側 

対応インターフェース マウス 
PS/2 

キーボード 

マウス コンピュータ側コネクタ 

モニタ 

SPHD メス×1 

キーボード ミニ DIN6 ピンメス×1 

マウス ミニ DIN6 ピンメス×1 コンソール側コネクタ 

モニタ D-sub15 ピンメス×1 

スイッチ リセット ピンホール型スイッチ×1 

LAN ポート RJ45×1 

PON（RS-232）ポート DB-9 ピンオス×1 

電源ジャック DC 電源ジャック×1 

電源 オレンジ×1 

リンク グリーン×1 LED 

10/100Mbps グリーン/オレンジ×1 

キーボード・マウスエミュレーション PS/2 

対応プロトコル 
10baseT イーサネット, 

100baseT ファーストイーサネット,TCP/IP 準拠 

電源仕様（アダプタ） 

型番：0AD8-0005-261G 

入力：AC100V～240V 50～60Hz 

出力：DC5V 2.6A 

消費電力 7W 

VGA 解像度 大 1,600×1,200 

動作温度 0～50℃ 

保管温度 -20℃～60℃ 動作環境 

湿度 0～80%RH 結露なきこと 

ケース材料 メタル 

（表は次のページに続きます） 
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機能 CN-6000 

重量 510g 

サイズ（W×D×H） 200×80×25mm 

同梱品 

2L-5202P×1(1.8m)ケーブル×1 

ソフトウェア CD×1 

電源アダプタ×1 

ラックマウントキット×1 

ユーザーマニュアル×1 

クイックスタートガイド×1 

対応 KVM スイッチ 

ACS-1208A 

ACS-1216A 

CS-82A 

CS-84A 

CS-88A 

CS-9134 

CS-9138 

KH0116 

対応 KVM スイッチ(UC-100KMA を使用し

た場合) 

CS1732A(CS-1732A) 

CS1734A(CS-1734A) 

CS-1754 

CS-1758 

CS-1708 

CS-1716 
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IP アドレス 

 

管理者として初めて CN-6000 にログインするときには、ユーザーが CN-6000 に接続できるように IP

アドレスに関する設定を行わなくてはなりません。下記の 3 つの方法から選択して適切に設定してくだ

さい。いずれの場合でも、CN-6000 はネットワークの同じセグメントに位置している必要があります。もし

CN-6000 のアドレスが DHCP によって自動的に割り当てられる場合は、p.117 の方法 3 に従ってくだ

さい。 

CN-6000 に接続してログインが成功した後に、Network Setting ダイアログボックスにて CN-6000 の

静的ネットワークアドレスを設定することができます（p.35 をご参照ください）。もし DHCP によって割り

当てられたアドレスを変更したい場合には、p.117 の方法 3 に従ってください。 

 

 

方法 1 （静的 IP アドレス） 

CN-6000 の初回起動時、起動後 30 秒以内に DHCP の環境を検出できなかった場合には、アドレ

スは自動的に 192.168.0.60 に設定されます。 

 

1. ご使用になるコンピュータの 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、60 以外の 0～255 までの任意の数字を指定してください。 

2. スイッチのデフォルト IP アドレス（192.168.0.60）をブラウザの URL バーに直接入力してください。 

3. 接続とログインが成功したら、CN-6000 のネットワークにおけるセグメントに対応した適切な静的

IP を指定してください。 

4. ログアウトして、コンピュータの IP アドレスをリセットしてください。 

 



116 

 

 

方法 2 （静的 IP アドレス） 

静的 IP アドレスは ARP コマンドによっても指定することができます。 

 

1.  CN-6000 の電源がオンになっている場合は、電源をオフにして電源アダプタケーブルを抜いて

ください。 

 

2. 下記の ARP コマンドを実行してください。 

 

          arp –s <目的の IP アドレス> <CN-6000 の MAC アドレス> 

 
IP アドレスは CN-6000 が接続されるネットワークセグメントの中で適切なものを指定してください。 

 

注意： CN-6000 の MAC アドレスは下部パネルに表示されています。 

 

3. CN-6000 の電源をオンにします。 

 

4. ブラウザから指定した IP アドレスを利用して CN-6000 にログインしてください。 

注意： CN-6000 の電源がオンになってから 30 秒以内にログインしなければなりませんの

でご注意ください。 
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方法 3 （動的 IP アドレス DHCP 割り当て） 

お使いのコンピュータが Windows である場合、CN-6000 の DHCP によって割り当てられた IP アド

レスは AdminTool ユーティリティによって決定されます。AdminTool ユーティリティは同梱の CD で配

布されています。 

 

1. ユーティリティをお使いのコンピュータにインストールするには、CD に格納されている AdminTool 

Utility アイコンをダブルクリックしてください。インストールが完了すると、デスクトップに CN6000 

AdminTool アイコンが表示されます。 

 

2. CN6000 AdminTool アイコンをダブルクリックします。 

ユーティリティは自動的にネットワークセグメントを検査します。ユーティリティ画面は下図のように

表示されます。 

 

下部フィールドの右側に表示されているのが、DHCP が割り当てた IP アドレスです。 

 

注意： 1. もしフィールドに 1 台以上のデバイスが表示されている場合は、必要な MAC

アドレスをひとつだけピックアップしてください。CN-6000 の MAC アドレスはパ

ネルの下部に表示されています。 

2. リストが空白の場合や、お使いのデバイスが表示されていない場合は、

「Refresh」ボタンを押して情報を再取得してください。 

 

3.  「Exit」をクリックしてユーティリティを終了します。 
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ログイン情報の消去 

 

パスワードを忘れた等の理由でアドミニストレーター権限でのログインができなくなった場合、下記の

手順ですべてのログイン情報を消去することができます。 

 

注意： この作業を行うと、すべての設定が工場出荷時のデフォルト値に戻りますので、それをご

了承いただいた上で操作を行ってください。 

 

 ログイン情報を消去し、すべての設定内容を工場出荷時の状態に戻す場合は、以下の手順で作業

を行ってください。 

 

1.  CN-6000 の電源をオフにし、ケースを取り外します。 

2. 下図に示した位置にある、J6 のジャンパスイッチをショートさせます。 

 

3. そのまま電源をオンにします。 

4. フロントパネルの LED が点滅しているときに、スイッチの電源を切ってください。 

5. J6 ジャンパスイッチのショートを解除します。 

6. ケースを元通りにして、CN-6000 を起動します。 

 

CN-6000 起動後、デフォルトのユーザーネームとパスワード（p.29 参照）でログインできるようになり

ます。 
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トラブルシューティング 

 

一般的な操作 

症状 解決方法 

CN-6000 に KVM スイッチが接続されている場合は、CN-6000

に接続する前に KVM スイッチの電源を入れてください。 動作が不安定である。 

リセットボタン（p.23 参照）を 3 秒以上押したままにしてください。

マウスポインタの表示で混乱する。 

ローカルとリモートの 2 つのマウスポインタが表示されて操作の

上で分かりにくい場合は、「Toggle Mouse Display」機能を使用し

て非アクティブなマウスポインタを 小化することができます。詳

細については p.58 をご参照ください。 

キーボード・マウスの入力に対して

反応がない。 

CN-6000 に接続されているケーブルをすべてはずし、p.25 の

「ラックマウント」および p.27 の「セットアップ」に記載されている

手順に従ってもう一度セットアップを行ってください。 
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Windows クライアント 

症状 解決方法 

Windows クライアントが CN-6000 に

接続できない。 

お使いのコンピュータには DirectX 7.0 以上がインストールされ

ている必要があります。 

リモートとローカルのマウスポインタ

が同期していない。 

1. 「Auto-Sync」機能（p.61 参照）を使用し、ローカルとリモート

のモニタを同期させます。 

2. 上記の方法で解決しない場合、マウス同期機能を使用しま

す。詳細は p.51 をご参照ください。 

3. 上記のいずれの方法でも解決できない場合は p.57 の

「Toggle Mouse Display」機能を使用してください。 

リモートモニタでローカルディスプレ

イの一部分しか表示されない。 

「Keep Screen Size」（p.48 参照）が無効になっている場合は、

「Auto-Sync」機能を使って、ローカルとリモートのモニタを同期さ

せることができます。 

「Keep Screen Size」が有効になっている場合は、p.48 の「Keep 

Screen Size」の項目をご参照ください。 

ローカルディスプレイの表示が 90

度回転して表示されている。 

「Keep Screen Size」を有効にしてください。詳細は p.48 の「Keep 

Screen Size」の項目をご参照ください。 

Windows クライアントが実行されて

いるとき、Net Meeting が使用でき

ない。 

「Keep Screen Size」を有効にしてください。詳細は p.48 の「Keep 

Screen Size」の項目をご参照ください。 

ログインすると、ブラウザで「ルート

認証局が発行した電子証明書は信

頼できません」というメッセージや認

証エラーが返ってくる。 

Microsoft の信頼された認証局のリストに認証名が登録されてい

ない可能性がありますが、この証明書は信頼できるものです。詳

細については p.123 の「信頼された証明書」をご覧ください。 
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Sun システム 

 

症状 解決方法 

HDB インターフェースでのビデオ

ディスプレイに関する問題がある。 

（Sun Blade 1000 サーバ） 

VGA 解像度を 1,024×768 に設定する必要があります 

 

コマンドモードの環境では以下の操作を行ってください。 

1. OK Mode で以下のコマンドを実行してください。 

setenv output–device screen:r1024x768x60 
reset-all 

 

Xwindow の環境では以下の操作を行ってください。 

1. コンソールを開いて以下のコマンドを実行してください。 

m64config –res 1024x768x60 
 

2. ログアウトします。 

3. ログインします 

13W3 インターフェースでのビデオ

ディスプレイに関する問題がある。 

（Sun Ultra サーバ） 

VGA 解像度を 1,024 × 768 に設定する必要があります 

 

コマンドモードの環境では以下の操作を行ってください。 

1. OK Mode で以下のコマンドを実行してください。 

setenv output–device screen:r1024x768x60 
reset-all 

 

XWindow モードの環境では以下の操作を行ってください。 

1. コンソールを開いて以下のコマンドを実行してください。 

m64config –res 1024x768x60 
 

2. ログアウトします。 

3. ログインします 

 

注意： これらは も一般的な Sun の VGA カードを使用した場合を想定した解決方法です。上記の

方法でも問題が解決しなかった場合は、Sun VGA カードのマニュアルをご確認ください。 
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Java クライアント 

マウス同期に関する問題については p.68 をご参照ください。接続および操作に関する問題について

は下表をご参照ください。 

 

症状 解決方法 

Java クライアントが CN-6000

に接続できない。 

1. Java 2 JRE1.4 以上がお使いのコンピュータにインストールされて

いる必要があります。 

2. CN-6000 の IP アドレスを指定する際、ブラウザの URL が

「Default Java program name」を含めて正しく入力されているか確

認してください。 

3. Java クライアントを一度終了させて、もう一度実行してみてくださ

い。 

Java クライアントのパフォーマ

ンスが悪い。 
プログラムを一度終了させて、もう一度実行してみてください。 

英語以外の言語の文字が表

示されない。 

英語以外の文字を入力する際に、ローカルキーボードのレイアウトが

英語以外に設定されている場合は、リモートコンピュータのキーボード

レイアウトを英語に設定する必要があります。 

ログインすると、ブラウザで「ル

ート認証局が発行した電子証

明書は信頼できません」という

メッセージや認証エラーが返

ってくる。 

Microsoft の信頼された認証局のリストに認証名が登録されていない

可能性がありますが、この証明書は信頼できるものです。詳細につい

ては p.123 の「信頼された証明書」をご覧ください。 

 

ログサーバ 

症状 解決方法 

ログサーバプログラムが

実行できない 

ログサーバプログラムはデータベースにアクセスするために Microsoft Jet 

OLEDB 4.0 ドライバが必要です。 

 

このドライバは Windows ME、2000、XP には標準で搭載されていますが、

Windows 98 や NT をご使用になっている場合は、Microsoft 社のサイトか

らダウンロードしてインストールする必要があります。 

 http://www.microsoft.com/data/downroad.htm 

 

ダウンロードページで以下のファイルを検索し、入手します。 

 MDAC 2.7 RTM Refresh (2.70.9001.0) 

 

このドライバは Windows Office Suite でも使用されているので、Windows 

Office Suite をインストールしてもログサーバプログラムが実行可能になりま

す。 
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信頼された証明書 

 

概要 

 ブラウザ経由で CN-6000 にログインすると、以下のようなセキュリティ警告ダイアログが表示され、デ

バイスの証明書が信頼できるものではないため、操作を続行するかどうかを問うメッセージが表示され

ます。 

 

 

 この証明書は信頼できるものですが、証明書の名前が Microsoft の信頼された認証局のリストに存在

しないため、このようなダイアログが表示されます。このダイアログには以下のいずれかの方法で対応し

てください。 

 

1) ダイアログの警告を受け入れず、「Yes」ボタンを押して、処理を続行する。 

2) 証明書をインストールし、信頼できるものと認識させる。 

 

 別のユーザーのコンピュータから作業している場合は「Yes」ボタンを押して、この証明書を現在の

セッションのみ受け入れてください。 

 ご自身のコンピュータから作業している場合は、証明書をお使いのコンピュータにインストールし

てください。証明書がインストールされると、信頼できる証明書として認識されます。方法の詳細に

ついては後述しますので、そちらをご参照ください。 
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証明書のインストール 

 証明書のインストールは以下の手順で作業してください。 

 

1. 「セキュリティの警告」ダイアログボックスで、「証明書の表示」ボタンをクリックします。これをクリック

すると以下のような「証明書」ダイアログボックスが表示されます。 

 

注意： 上図内の赤い枠で囲まれている「×」の印は、この証明書は信頼できないと認識され

ていることを表しています。 

 

2. 「証明書のインストール」ボタンをクリックします。 

3. インストールウィザードの指示に従って、インストールを進めていきます。特に不都合がない場合

は、デフォルト値でインストールをしてください。 

4. 以下のような警告ダイアログが表示されたら、「はい」ボタンを押してください。 

 
5. ダイアログから「完了」ボタンを押してインストール作業を完了させてください。「OK」ボタンを押す

とダイアログが閉じられます。 
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証明書のインストール完了 

 この作業により、証明書は信頼できるものに変更されました。 

 

「証明書の表示」ボタンをクリックすると、インストール前に見られた「×」の印が消え、証明書が信頼

できるものであるというメッセージが表示されます。 
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