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ドキュメント 

本製品のドキュメントは本書(ユーザーズガイド)のほか、スタートアップガイドで構成されています。 

あわせてご参照ください。 
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本書で使う表記 

本文中の記号について 

本書では安全にかかわる注意記号のほかに 3 種類の記号を使用しています。これらの記号は、次のような意味

があります。 

 

 

本製品の取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、守らなければならないことについて示

しています。記載の手順に従わないときは、本製品の故障、本製品に接続された装置の故障な

ど、重大な不具合が起きるおそれがあります。 

 

本製品の取り扱いや設定などにおいて、確認しておかなければならないことについて示してい

ます。 

 
知っておくと役に立つ情報、便利なことについて示しています。 
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オペレーティングシステムの表記 

本書では、オペレーティングシステムを次のように表記します。 

 

本書の表記 Windows OSの名称 

Windows Server 2016 Windows Server 2016 Standard 

Windows Server 2016 Datacenter 

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Standard 

Windows Server 2012 R2 Datacenter 

Windows Server 2012 R2 Foundation 

Windows Server 2012 Windows Server 2012 Standard 

Windows Server 2012 Datacenter 

Windows Server 2012 Foundation 

Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 Standard 

Windows Server 2008 R2 Enterprise 

Windows Server 2008 R2 Foundation 

Windows Server 2008 ※1 Windows Server 2008 Standard 

Windows Server 2008 Enterprise 

※1 本書では、特に記載がない限り64ビット版/32ビット版を含みます。 

Expressサーバに添付されるEXPRESSBUILDERの画面では次のように表示されます。 

● Windows Server 2008 64 ビット版 :  「Windows Server 2008 x64」 

● Windows Server 2008 32 ビット版 :  「Windows Server 2008 x86」 
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商標について 

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録

商標または商標です。 Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。 Linux®

は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。 Red Hat®、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red 

Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

 

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 
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本書についての注意、補足 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3. 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの

ことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

5. 運用した結果の影響については、4 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

6. 本書の説明で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。 

 

本書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。また、

「使用上のご注意」は必ずお読みください。 

 

 

最新版について 

本書は作成日時点の情報をもとに作られており、画面イメージ、メッセージ、または手順などが実際のものと

異なるときがあります。 変更されているときは適宜読み替えてください。 

本書をはじめとするドキュメントは、次の Web サイトから最新版をダウンロードすることができます。 

 

   NECサポートサイト URL: http://jpn.nec.com/express/ 

   製品マニュアル(ユーザーズガイド)から「ラックマウント関連」にお入りください。 

 

http://jpn.nec.com/express/


Express5800 シリーズ サーバスイッチユニットユーザーズガイド 10 

使用上のご注意（必ずお読みください） 

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。 また、本文中の名称については本

書の「各部の名称と機能」の項をご参照ください。 

 

安全にかかわる表示について 

本製品を安全にお使いいただくために、本書の指示に従って操作してください。 

本書には本製品のどこが危険で、どのような危険に遭うおそれがあるか、どうすれば危険を避けられるかなど

について説明されています。 また、本製品で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付け

られています。 

本製品に付属するドキュメント類、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」

という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。 

 

 
人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。 

 
火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。 

 

危険に対する注意・表示は次の 3 種類の記号を使って表しています。 それぞれの記号は次のような意味を持つ

ものとして定義されています。 

 
注意の喚起 

この記号は危険が発生するおそれがあることを表

します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化し

たものです。 
 

 
行為の禁止 

この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近く

の絵表示は、してはならない行為の内容を図案化し

たものです。 
 

 
行為の強制 

この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表

示は、しなければならない行為の内容を図案化した

ものです。危険を避けるためにはこの行為が必要で

す。 
 

 

 

(例) 

(電源プラグを抜け) 

(分解禁止) 

(例) 

(感電注意) 

(例) 



Express5800 シリーズ サーバスイッチユニットユーザーズガイド 11 

（本書の表示例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書と警告ラベルで使用する記号とその内容 

注意の喚起 

 
感電のおそれのあることを示します。 

 

指がはさまれてけがをするおそれがあるこ

とを示します。 

 

発煙または発火のおそれがあることを示し

ます。  
けがをするおそれがあることを示します。 

 

爆発または破裂のおそれがあることを示し

ます。  
特定しない一般的な注意・警告を示します。 

 

行為の禁止 

 

本製品を分解・修理・改造しないでくださ

い。 感電や火災のおそれがあります。  

濡れた手で触らないでください。 感電する

おそれがあります。 

 

水や液体がかかる場所で使用しないでくだ

さい。 水にぬらすと感電や発火のおそれが

あります。  

指定された場所には触らないでください。

感電や火傷などの傷害のおそれがありま

す。 

 
特定しない一般的な禁止を示します。 

 

行為の強制 

 

本製品の電源プラグをコンセントから抜い

てください。 火災や感電のおそれがありま

す。 
 

必ず接地してください。感電や火災のおそ

れがあります。 

 

特定しない一般的な使用者の行為を指示し

ます。 説明に従った操作をしてください。   

 

 
  

  

  

指定以外のコンセントに差し込まない 

指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以外で使うと火

災や漏電の原因となります。 

  

注意を促す記号 危険に対する注意の内容 危険の程度を表す用語 
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安全上のご注意 

本製品を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用くださ

い。 記号の説明については『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。 

 

全般的な注意事項 

 

 
  

 

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない 

本製品は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器

および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みやこれらの機器の制御などを目的とした

使用は意図されておりません。 これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用した結果、人身事

故、財産損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 
  

  

煙や異臭、異音がしたまま使用しない   

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに接続されている全てのサーバの電源をOFFにして電

源プラグをコンセントから抜いてください。 その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご

連絡ください。 そのまま使用すると火災の原因となります。 
  

  

針金や金属片を差し込まない   

本製品のすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。 感電の危険があります。 
  

 
 

 
  

  

 

日本国外で使用しない 

本製品は、日本国内用として製造・販売しています。 日本国外では使用できません。 本製品を日本国外

で使用すると火災や感電の原因となります。 

  

  

 

本製品内に水や異物を入れない 

本製品内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。 火災や感電、故障の原因

となります。 もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて

ください。 分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。 
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ラックの設置・取り扱いに関する注意事項 

 

 
  

  

1人で搬送・設置をしない   

ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。 ラックが倒れてけがや周囲の破損の原因となります。

特に高さのあるラック（44Uラックなど）はスタビライザなどによって固定されていないときは不安定な

状態にあります。 かならず2人以上でラックを支えながら搬送・設置をしてください。 
  

  

荷重が集中してしまうような設置はしない 

ラック、および取り付けた装置の重量が一点に集中しないようスタビライザを取り付けるか、複数台の

ラックを連結して荷重を分散してください。 ラックが倒れてけがをするおそれがあります。 
  

  

１人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する 

ラック用のドアやレールなどの部品は2人以上で取り付けてください。 また、ドアの取り付け時には上下

のヒンジのピンが確実に差し込まれていることを確認してください。 部品を落として破損させるばかり

ではなく、けがをするおそれがあります。 
  

  

ラックが不安定な状態で装置をラックから引き出さない 

ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態（スタビライザの設置や耐震工事など）で

引き出してください。ラックが倒れてけがをするおそれがあります。 
  

  

複数台の装置をラックから引き出した状態にしない 

複数台の装置をラックから引き出すとラックが倒れてけがをするおそれがあります。 装置は一度に1台ず

つ引き出してください。 
  

  

定格電源を超える配線をしない 

やけどや火災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回路の定格負荷を超えない

ようにしてください。 なお、電源設備の設置や配線に関しては、電源工事を行った業者や管轄の電力会

社にお問い合わせください。 
  

 

 
  

 

規格以外のラックで使用しない 

本製品はEIA規格に適合した19型（インチ）ラックにも取り付けて使用できます。 EIA規格に適合してい

ないラックに取り付けて使用しないでください。 本製品が正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲

の破損の原因となることがあります。 本製品が使用できるラックについては保守サービス会社にお問い

合わせください。 
  

 

指定以外の場所で使用しない 

本製品を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでください。 

本製品やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでなく、ラックの転倒によ

るけがなどをするおそれがあります。 設置場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付

の説明書を読むか保守サービス会社にお問い合わせください。 
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電源・電源コードに関する注意事項 

 

 
  

  

ぬれた手で電源プラグを持たない 

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 感電するおそれがあります。 

  

  

 

アース線をガス管につながない 

アース線は絶対にガス管につながないでください。 ガス爆発の原因になります。 

  

 

 
  

  

  

指定以外のコンセントに差し込まない 

指定された電圧でアース付のコンセントをお使いください。 指定以外のコンセントを使うと火災や漏電

の原因となります。 また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。 本製品の電

源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因となります。 

クラスOIのアース線付のACコードセットを使用する場合は、接地接続は必ず、電源プラグを電源につな

ぐ前に行ってください。 接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってくだ

さい。 
  

  

たこ足配線にしない 

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそれがあります。 
  

  

 

中途半端に差し込まない 

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。 中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、

火災の原因となることがあります。 また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災

の原因となるおそれがあります。 
  

  

 

指定以外の電源コードを使わない 

本製品に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。 電源コードに定格以上の電流

が流れると、火災の原因となるおそれがあります。 

また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りください。 

● コード部分を引っ張らない。 

● 電源コードを折り曲げない。 

● 電源コードをねじらない。 

● 電源コードを踏まない。 

● 電源コードを束ねたまま使わない。 

● 電源コードをステープラなどで固定しない 

● 電源コードをはさまない。 

● 電源コードに薬品類をかけない。 

● 電源コードの上にものを載せない。 

● 電源コードを改造・加工・修復しない。 

● 損傷した電源コードを使わない。（損傷した電
源コードはすぐ同じ規格の電源コードと取り

替えてください。 交換に関しては、お買い求
めの販売店または保守サービス会社にご連絡
ください。） 
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添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない 

添付の電源コードは本製品に接続し、使用することを目的として設計され、その安全性が確認されている

物です。 決して他の装置や用途に使用しないでください。 火災や感電の原因となるおそれがあります。 

  

  

 

電源ケーブルを持って引き抜かない 

電源ケーブルを抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。 ケーブル部分を持っ

て引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケーブル部分が破損し、火災や感電の原因とな

ります。 
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設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項 

 

 
  

  

指定以外の場所に設置・保管しない 

本製品を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火災の原因となる

おそれがあります。 
 

● ほこりの多い場所。 

● 給湯器のそばなど湿気の多い場所。 

● 直射日光が当たる場所。 

● 不安定な場所。 
  

  

腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない 

腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する場所に設

置し、使用しないでください。 また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄な

ど）や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。 本製品内部のプリント板が腐

食・ショートし、火災の原因となるおそれがあります。 ご不明の点は販売店または保守サービス会社に

お問い合わせください。 
  

  

指を挟まない 

ラックへの取り付け・取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしないよう十分注意してくだ

さい。 
  

  

 

本製品に接続されている製品の電源がＯＮのままや、電源コードを差し込んだままインタフェースケーブ

ルの取り付けや取り外しをしない 

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは、接続されている全ての製品の電源をＯＦＦし、本製品お

よび接続されている全ての製品の電源コードをコンセントから抜いて行ってください。 たとえ電源を

OFFにしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を

起こしたりすることがあります。 

  

  

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない 

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する製品やコネクタを確認した上で接続

してください。 指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起

こすことがあります。 

また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。 
 

● 破損したケーブルコネクタを使用しない。 

● ケーブルを踏まない。 

● ケーブルの上にものを載せない。 

● ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。 

● ネジ止めなどのロックを外したまま使用しない。 
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お手入れに関する注意事項 

 

 
  

  

 

自分で分解・修理・改造はしない   

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。 本製

品が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。 

  

  

 

電源プラグを差し込んだまま取り扱わない 

お手入れの際は、接続されている全ての製品の電源をＯＦＦし、本製品および接続されている全ての製品

の電源コードをコンセントから抜いて行ってください。 たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続し

たままケーブルやコネクタに触ると感電するおそれがあります。 

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。 ほこりがた

まったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。 
  

 

 
  

  

中途半端に取り付けない 

電源コードやインタフェースケーブルは確実に取り付けてください。 中途半端に取り付けると接触不良

を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。 
  

 



Express5800 シリーズ サーバスイッチユニットユーザーズガイド 18 

運用中の注意事項 

 

 
  

  

雷がなったら触らない 

雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて製品には触れないでください。 また、機器の接続や取り外しも

行わないでください。 落雷による感電のおそれがあります。 
  

  

 

ペットを近づけない 

本製品にペットなどの生き物を近づけないでください。 排泄物や体毛が本製品の内部に入って火災や感

電の原因となります。 

  

  

動作中に装置をラックから取り外さない 

本製品が動作しているときにラックから取り外したりしないでください。 本製品が正しく動作しなくな

るばかりでなく、ラックから外れてけがをするおそれがあります。 
  

  

本製品の上にものを載せない 

本製品がラックから外れてけがや周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。 
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警告ラベル 

本製品の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています。 これは本製品を取り扱う際、考

えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです（ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚

したりしないでください）。 もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、本

製品に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。 
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取り扱い上のご注意(正しくお使いいただくために) 

本製品を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをす

ると本製品の誤動作や故障の原因となります。 

 

● 本製品の近くで携帯電話や PHS を使わないでください。本製品のそばでは携帯電話や PHS の電源を OFF

にしておいてください。電波による誤動作の原因となります。 

● 本製品が正常に動作できる場所に設置してください。詳しくは「2 章(1. 設置と接続)」を参照してくださ

い。 

● ケーブルの接続/取り外しは、接続されている全ての製品の電源をＯＦＦし、本製品および接続されている

全ての装置の電源コードをコンセントから抜いた後に行ってください。 

● 標準添付の電源コードは、AC100V のコンセントへ接続してください(AC200V のコンセントは、オプショ

ンの電源コードを使って接続してください)。またコンセントはプラグの抜き差しがすぐにできるように整

理しておいてください。 

● 本製品の電源を一度 OFF にした後、再び ON にするときは 30 秒以上経過してからにしてください。無停

電電源装置(UPS)に接続している場合も 30秒以上経過してからONになるようにスケジューリングの設定

をしてください。 

● 本製品を移動する前に、接続されている全ての製品の電源をＯＦＦし、本製品および接続されている全て

の装置の電源コードをコンセントから抜いてください。 

● 定期的に清掃してください。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。 

● 落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置などを使用す

ることをお勧めします。 

● オプションは本製品に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してくださ

い。 たとえ取り付けや接続ができても正常に動作しないばかりか、本製品が故障することがあります。 

● 再度、運用する際、本製品を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。 

保管する場合は、保管環境条件(温度：-10℃～55℃、湿度：20%～80%、ただし、結露しないこと)を守っ

て保管してください。 

● キーボード、マウス、およびディスプレイは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製の

キーボード、マウス、およびディスプレイには本製品に対応したものもありますが、これらの製品が原因

となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。 

 

 
保守サービスについて 

本製品の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用

意しています。 

いつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契

約されることをお勧めします。 
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コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用す

るときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。 

 

よい作業姿勢で 

コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅

子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに

置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているとい

う姿勢です。 『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、

身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している

筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。 

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ

に顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や視力低下

の原因となることがあります。 

 

ディスプレイの角度を調節する 

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになって

います。 まぶしい光がディスプレイに映り込むのを防いだり、表示

内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節するこ

とは、たいへん重要です。 角度調節をせずに見づらい角度のまま作

業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまい

ます。 

ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してくださ

い。 

 

  

ディスプレイの明るさ・コントラストを調節する 

ディスプレイは明るさ（ブライトネス）・コントラストを調節でき

る機能を持っています。 年齢や個人差、まわりの明るさなどによっ

て、ディスプレイの最適なブライトネス・コントラストは異なりま

すので、状況に応じてディスプレイを見やすいように調節してくだ

さい。 ディスプレイが明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響

をもたらします。  

キーボードの角度を調節する 

キーボードには、角度を変えることができるよう設計されているも

のもあります。 入力しやすいようにキーボードの角度を変えること

は、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。 

 

機器の清掃をする 

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。 特にディスプレイは、

ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。 

疲れたら休む 

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかる

ことをお勧めします。 

 

 

 

健康を損なわないためのアドバイス 



 

 

 
 

NEC Express5800 シリーズ  
サーバスイッチユニット 

概 要 

本製品や添付のソフトウェアの特長、導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明します。 

 

1. はじめに（23 ページ） 

 

2. 付属品の確認（24 ページ） 

本製品の付属品について説明しています。 

 

3. 特 長（25 ページ） 

本製品の特長について説明しています。 

 

4. 各部の名称と機能（27ページ） 

本製品の各部の名称と機能について説明しています。  

 

1 
 

1 
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1. はじめに 

このたびは、NEC の Express5800 シリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

サーバスイッチユニットは Express サーバ用に開発されたコンソール切り替え機です。 

本製品は１組のディスプレイ、キーボード、マウスで複数台のサーバを操作することができます。 

サーバは本製品のフロントパネルのセレクトスイッチで選択でき、更にオン スクリーン ディスプレイ（OSD）

でもキーボードおよびマウスを利用してサーバ選択が可能です。 

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、本製品の取り扱

いを十分にご理解ください。 

なお、本ユーザーズガイドでは、N8191-14 サーバスイッチユニット(8Server)（以降、N8191-14 と称します）

と N8191-15 あるいは N8191-15A サーバスイッチユニット(4Server) （以降、N8191-15/-15A と称します）で

共通の記述となっています。 通常の説明では N8191-14 での共通的な説明となっています。 N8191-15/-15A

のみの説明の場合は、説明中に「N8191-15/-15A のみの機能です」等の表記により区別しています。 
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2. 付属品の確認 

梱包箱の中には、本製品以外にいろいろな付属品が入っています。 これらの添付品は、移設や保守などにおい

て必要となりますので大切に保管してください。 

 

N8191-14 添付品 N8191-15/-15A 添付品 

● 本製品 × 1 

● スタートアップガイド × 1 

● ユーザーズガイド CD-ROM × 1 *1 

● 保証書 

● ネジセット(ラック取付用ネジ) 

● ネジセット(ブラケット取付用ネジ) 

● ラックマウントブラケット(大) × 2 

● ラックマウントブラケット(小) × 2 

● ケーブルクランプ × 1 

● 電源コードクランプ × 1 

● ゴム足 × 4 

● ケーブルタイ × 10 

● 行き先表示ラベル × 1 シート(36 枚) 

● 電源コード × 1 

● 本製品 × 1 

● スタートアップガイド × 1 

● ユーザーズガイド CD-ROM × 1 *1 

● 保証書 

● ゴム足 × 4 

● ケーブルタイ × 5 

● 電源コードクランプ × 1 

● 行き先表示ラベル × 1 シート(36 枚) 

● AC アダプタ × 1 

● 電源コード × 1 

*1 ユーザーズガイド(本書)は弊社サポートサイトからの提供のみとなります。 

  2018 年 10 月以降は添付品にユーザーズガイド CD-ROM は含まれなくなりますのでご注意ください。 

 

 
NEC サポートサイト URL: http://jpn.nec.com/express/ 

製品マニュアル(ユーザーズガイド)から「ラックマウント関連」にお入

りくだい。 

 

すべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。 万一足りないものや損傷しているものがあ

るときは、販売店に連絡してください。 

 

 
・ 梱包箱や箱の中に入っていた固定用部材は、本製品を輸送する際に必要とな

ります。 大切に保管しておいてください。 

・ ご利用になる設置環境によっては使用しない添付品がありますが、設置環境

を変更する際に必要となる可能性がありますので、大切に保管してください。 

・ 添付の保証書はアフターサービスを受ける時に必要となります。 大切に保管

しておいてください。 

・ AC アダプタの使用方法は２章の「設置（32 ページ）」を参照してください。 

・ AC アダプタは分解しないでください。 

 

http://jpn.nec.com/express/
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3. 特 長 

お買い求めになられた本製品の特長を次に示します。 

 

特長 

● 複数台のサーバに本製品を接続することで、今までサーバ毎に準備・接続していた複数台のコンソー

ル（キーボード、マウス、ディスプレイ）を１組のコンソールで共有することができ、省スペース化

が実現できます。 

● 本製品は、全サーバポートでサーバと USB インターフェースでの接続が可能です。 

● 本製品１台で最大８台（N8191-15/-15A の場合は最大４台）のサーバが選択できます。 

● 本製品をカスケード接続することで、サーバの接続台数を拡張することが可能です。 

例えば、N8191-14 を９台使用した場合には最大６４台までのサーバが接続可能となり、

N8191-15/-15A を５台使用した場合には最大１６台までのサーバが接続可能となります。  また

N8191-14 と N8191-15/-15A でのカスケード接続も可能で、どちらの製品がマスタとなることも可能

です。 

● EIA 基準準拠１９インチのラックキャビネットに高さ１Ｕのスペースで収納できます。

（N8191-15/-15A はオプションの N8140-836/-836A を使用することでラックに収納できます） 

※N8191-15A には N8140-836A を選択してください。N8140-836 には取り付けられません。 

● ラックキャビネット取付け時には、フロントパネル部と本製品部分を分離することができ、サーバと

のケーブル設置時の作業性と設置後の使用し易さを両立しています。 この為、本製品設置後にサーバ

を増設する際にも、容易にケーブルを接続することが可能です。（N8191-14 のみ） 

● 本製品には電源電圧監視回路が内蔵されています。 この電源電圧監視回路により、本製品からＡＣ

コードが外れたり内部電源ヒューズが故障した時にフロントパネル部の LED 表示により、電源の異常

をお知らせします。 (N8191-15/-15A の場合は、電源電圧監視回路により AC アダプタの故障を検出可

能です。) 

● 本製品に接続するコンソール用キーボードは PS/2 タイプと USB タイプの両方をサポートします。 

（同時使用はできません。） 

● 本製品に接続するコンソール用マウスは PS/2 タイプと USB タイプの両方をサポートします。 

（同時使用はできません。） 

● マウスは、スクロールマウス、２ボタンマウス、３ボタンマウスをサポートします。 

● ディスプレイの解像度は、１９２０×１２００、リフレッシュレート６０Hz までをサポートします。 

● サーバポート選択は、セレクトスイッチまたはホットキーモードの２つの手段により選択可能です。 

● ホットキーモードでは、画面を見て対象サーバを選択し、切り替えることができます。 

● ホットキーモードは、キーボードの操作または、ホイール付きマウスの操作で呼び出すことができま

す。 キーボードの操作では３種類のホットキー操作（<Ctrl>＋<Alt>＋<Shift>、<Ctrl>×２、<ScrollLock>

×２）を設定可能で、それぞれのホットキー操作を無効とすることも可能です。 ホイール付きマウス

の操作では１種類のホットキー操作（スクロールボタン×２）を設定可能で、ホットキー操作を無効

とすることも可能です。 それぞれのホットキー操作の有効・無効を個別に設定することにより、ホッ

トキー操作と同様のキー操作をアプリケーション等が使用する様な場合に、操作のバッティングを回
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避できます。 

 

● AutoScan 機能により、本製品のサーバポートを自動的に切替えることが可能です。 AutoScan 機能に

よりサーバポートの状態を一定周期で監視することが可能です。 

● AutoScan 機能は、フロントパネルの AutoScan スイッチとキーボードからのホットキー操作で行えま

す。 

● AutoScan 機能では、切替周期をキーボード、マウスの操作により６段階（３秒、５秒、１０秒、２０

秒、４０秒、６０秒）に調整できます。 
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4. 各部の名称と機能 

本製品の各部の名称を次に示します。 

 

4.1  本製品前面 

 

本製品前面（N8191-14） 

 

本製品前面（N8191-15/-15A） 

(1) ステータス LED 

サーバの電源ON/OFF状態、サーバポートの選択状態、本製品の動作モード等を表示します。 

LEDの各表示内容は以下の通りです。 

 

単体時のLED表示 

青色(点灯) 選択中のサーバポート 

緑色(点灯) サーバの電源がON注されているサーバポート 

消灯 サーバの電源がOFF注またはサーバが接続されていないサーバポート 

 

カスケード接続時のLED表示 

＜マスタ側＞ 

青色(点灯) カスケード接続していないサーバポートを選択中 

橙色(点灯) カスケード接続しているサーバポートを選択中 

緑色(点灯) サーバの電源がON注されているサーバポート 

消灯 サーバの電源がOFF注またはサーバが接続されていないサーバポート 

＜スレーブ側＞ 

青色(点灯) 選択中のサーバポート 

緑色(点灯) サーバの電源がON注されているサーバポート 

消灯 サーバの電源がOFF注またはサーバが接続されていないサーバポート 

 

その他のLED表示 

緑色 

(全サーバポート点滅) 

AC電源供給がない状態。 

青色 

（ゆっくり点滅） 

ホットキーモードで選択中のサーバポート 

（カスケード接続のスレーブ側も含む） 

橙色 

（ゆっくり点滅） 

ホットキーモードで選択中のサーバポート 

（カスケード接続のマスタ側のみ） 

青色 

（2回連続早く点滅） 

AutoScanモードで選択中のサーバポート 

橙色 

（2回連続早く点滅） 

AutoScanモードでカスケード接続のマスタ側サーバポートを選択中 

(スレーブ側サーバポートは点滅しません、表示されているサーバポー

トが青色に点灯し移動します) 

(1) (2) (3) 

(4) 

(1) (2) (3) 

(4) 
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注： 接続するサーバの USB コネクタによっては、スタンバイ状態でも待機電力が供給

されているものがあります。その場合、サーバがスタンバイ状態でも、サーバポー

トの LED は緑色(点灯)になります。 

 

(2) AutoScan スイッチ 

サーバポートを自動的に切り替えたい時（AutoScanモード）に押します。  AutoScanモードで再度AutoScanスイッチを

押すとAutoScanを停止し、元のサーバポートに戻ります。 

AutoScanモードではサーバの操作はできません。 

AutoScan中はステータスLEDが青色で2回連続早く点滅します。 

カスケード接続では、カスケードポートのAutoScan中にマスタ側のステータスLEDは橙色で2回連続早く点滅します。 

AuroScanモードでは、サーバの電源がONになっているサーバポートの画面を順次自動的に切り替えることができます。 

カスケード接続では、CUSTOMER MODEの設定により、選択順が変わります。 

 

(3) Reset スイッチ 

通常は使用しません。 万が一、サーバポートの選択ができなくなった場合や、キーボード、マウスの入力異常が発生し
た場合に、ボールペンの先などで軽く押してください。 

PS/2接続時には、PS/2 I/Fのモードを保持して再起動するため、サーバの動作に支障をきたすことはありません。 

USB接続時には、1秒間のディスコネクト動作(サーバ上のUSBデバイスは切り離されません)を行い、USB I/Fのリセット
ができます。 

 

(4) Selection スイッチ 

サーバポートを選択する時に押します。 カスケード接続時には、CUSTOMER MODEの設定により、選択順が変わりま

す。 サーバの電源がOFFとなっているサーバポートも選択できます。 
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4.2  本製品背面 

 

本製品背面（N8191-14） 

 

本製品背面（N8191-15/-15A） 

(5) AC インレット（DC インレット） 

電源コードを接続するソケット。 （N8191-15/-15AはACアダプタのDCプラグを接続します。） 

 

(6) 電源ケーブルクランプ取り付け穴 

本製品に添付されている電源ケーブルクランプを取り付ける穴です。 

 

(7) コンソール用 PS/2 キーボードコネクタ 

コンソール用のPS/2キーボードを接続します。 

 

 
● USB キーボード、マウスとは同時に使用できません。 

 

(8) コンソール用 PS/2 マウスコネクタ 

コンソール用のPS/2マウスを接続します。 

 

 
● USB キーボード、マウスとは同時に使用できません。 
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(9) コンソール用 USB キーボード、マウスコネクタ 

コンソール用のUSBキーボード、マウスを接続します。 

キーボード、マウスは２つあるUSBポートのどちらに接続しても動作できます。 

 

 
● PS/2 キーボード、マウスとは同時に使用できません。 

● USB キーボード、USB マウス以外の USB デバイスは動作できません。 

● 無線式の USB キーボード、USB マウスはサポートされていません。 

 

(10) Ext ポート 

このコネクタは使用できせん。 

 

(11) USB ポート LED 

USBポートの状態を表示します。 

LEDの各表示内容は以下の通りです。 

 

緑色(点灯) 使用可能、又は使用中 

緑色(点滅) USBデバイス認識中 

消灯 使用不可、または未接続 

 

 
USB ポートに USB デバイスを接続しても USB ポート LED が消灯している場

合、以下の原因が考えられます。 

● サポートされていない USB デバイスを接続している。 

● USB デバイスの消費電流が大きい（最大 300mA）。 

● USB デバイスの接続数が多すぎる。 

 

(12) コンソール用ディスプレイコネクタ 

コンソール用のディスプレイを接続します。 

 

(13) サーバポート 

サーバのキーボード・マウス・ディスプレイ コネクタと本製品の各サーバポートを専用オプションケーブル（別売）で
接続します。 
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NEC Express5800 シリーズ 
サーバスイッチユニット 

準 備 

本製品を使用する前に準備が必要な内容について、説明します。 

 

1．設置と接続（32 ページ） 

本製品の設置にふさわしい場所や接続について、説明しています。 

 

2 
 

2 
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1. 設置と接続 

本製品の設置と接続について説明します。 

 

1.1  設 置 

本製品は卓上に設置するか、EIA 規格に適合した Express サーバ用の１９インチラックに取り付けて使用でき

ます。 

 

 卓上の設置 

本製品は卓上に設置することができます。 

 

次の条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。 これらの場所に本製品を設置すると、誤動作

の原因となります。 

● 床におうとつや傾斜がある場所。 

● 温湿度変化の激しい場所（暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く）。 

● 強い振動の発生する場所。 

● 腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する場所。ま

た、ほこりや空気中に腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）や導電性の金属などが含まれて

いる場所。 

● 薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。 

● 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。 

● 物の落下が考えられる場所。 

● 強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど）の近く

（やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください）。 

● 本製品の電源コードを他の接地線（特に大電力を消費する装置など）と共有しているコンセントに接続し

なければならない場所。 

● 電源コードまたはインタフェースケーブルを足で踏んだり、引っ掛けたりするおそれのある場所。 

● 電源ノイズ（商用電源をリレーなどで ON/OFF する場合の接点スパークなど）を発生する装置の近く（電

源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守

サービス会社に連絡して行ってください）。 
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（1）卓上への設置手順 

本製品は卓上に設置することができます。 次の手順で設置します。 

 

● 卓上設置の準備 

本製品を卓上に設置する場合は、本製品裏面の４箇所に添付のゴム足を貼り付けてください。 

 

 
本製品を設置後、本製品が安定していることを確認してください。 

 

 

N8191-14 

 

 

N8191-15/-15A 
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 ラックの設置 

ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。 

 

次の条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。 これらの場所に設置したラックに本製品を搭

載すると、誤動作の原因となります。 

● 各装置や周辺装置をラックから完全に引き出せないような狭い場所。 

● ラックや搭載する各装置の総重量に耐えられない場所。 

● スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。 

● 床におうとつや傾斜がある場所。 

● 温度変化の激しい場所（暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く）。 

● 強い振動の発生する場所。 

● 腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する場所。ま

た、ほこりや空気中に腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）や導電性の金属などが含まれて

いる場所。 

● 薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。 

● 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。 

● 物の落下が考えられる場所。 

● 強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど）の近く

（やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください）。 

● 本製品の電源コードを他の接地線（特に大電力を消費する装置など）と共有しているコンセントに接続し

なければならない場所。 

● 電源ノイズ（商用電源をリレーなどで ON/OFF する場合の接点スパークなど）を発生する装置の近く（電

源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守

サービス会社に連絡して行ってください）。 

 

 
ラック内部の温度上昇とエアフローについて 

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、ラッ

ク内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、本製品の動作保証温度

（10℃～40℃）を超え、誤動作をしてしまうおそれがあります。 運用中にラッ

ク内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフロー

について十分な検討と対策をしてください。 
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 ラックへの取り付け 

本製品をラックに取り付けます。 

 

N8191-14 は付属品を使用して、ラックに搭載することができます。 

N8191-15/-15A をラックに搭載する場合は、別売のオプション N8140-836/-836A サーバスイッチユニット

(4Server/USB 対応)ラック搭載キットが必要となります。 

 
N8191-15Aには N8140-836A を選択してください。 

N8140-836には取り付けることができません。 

 

（1）取り付け手順 （N8191-14 の場合） 

次の手順でラックへ取り付けます。 

 

 N8191-14 裏面のフロントパネル接続ケーブルをフロントパネルから取り外しま

す。                                                                   

卓上で使用していた N8191-14 をラックへ取り付ける場合は、ゴム足（４箇所）

を取り外します。 

 フロントパネルの左右の皿ネジ

（片側２個で計４個）を取り外し

ます。 （皿ネジは大切に保管し

てください。）  

 

 
ネジを外すとフロントパネルが外れます。 

フロントパネルを落として足等にけがをおわないよう注意してください。 

 

 フロントパネルをN8191-14から

取り外し、ラックマウントブラ

ケット(小)をブラケット取付用ネ

ジ（片側２個づつ）で左右それぞ

れの側に取り付けます。 

 

 リアパネル側にラックマウント

ブラケット(大)をブラケット取付

用ネジ（片側３個づつ）で左右そ

れぞれの側に取り付けます。 

 

 

 
ラックマウントブラケット(大)は、ラックの奥行きや N8191-14 の取り付け位置

を調整するために５段階の取り付け穴を設けてあります。  ラック内の

N8191-14 の位置や接続ケーブルのコネクタの位置を調整してラックマウント

ブラケット(大)を取り付けてください。 
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１Ｕ 

 ラックに添付されているコア

ナットを使用し、N8191-14 を取

りつける１Ｕのスペースを確認

し、前後のマウント部分に４個ず

つ取り付けます。 

 

 

 
コアナットを取り付ける位置は、前と後ろのマウント部分の高さをそろえて取

り付けてください。 この時、ラックのマウント部分に刻印されている数字を目

安にすると高さをそろえ易くなります。 

 

 フロントパネルをラックのフロ

ント側から添付のラック取付用

ネジ（４個）にて固定します。 

 

 N8191-14 をラックのリア側から

添付のラック取付用ネジ（４個）

にて固定します。 

 

 N8191-14 の底面に接続されているフロントパネル接続ケーブルをフロントパネ

ルに接続します。 

 添付のケーブルクランプを、フロ

ントパネル接続ケーブルがたる

まないように、N8191-14 裏面の

適切な場所に貼り付ける。 

 

 

 
ケーブルがたるんで垂れ下がらない程度でコネクタにテンションがかからない

ように固定してください。 ケーブルがたるんだ状態で取り付けるとラック内で

N8191-14 の下に設置した装置を引き出したり収納したりする際にケーブルが

引っ掛かり、ケーブルを損傷してしまいます。 
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（2）取り付け手順 （N8191-15/-15A を単体接続する場合） 

N8191-15/-15A をラックに搭載する場合には、別売のオプション N8140-836/-836A サーバスイッチユニッ

ト(4Server/USB 対応)ラック搭載キットが必要です。 

N8140-836/-836A および N8191-15/-15A は、次の手順でラックへ取り付けます。 

 

 
N8191-15Aには N8140-836A を選択してください。 

N8140-836には取り付けることができません。 

 
 

 ラックに添付されているコア

ナットを使用し、

N8140-836/-836A を取りつける

１Ｕのスペースを確認し、前後の

マウント部分に４個ずつ取り付

けます。 
 

 

 
コアナットを取り付ける位置は、前と後ろのマウント部分の高さをそろえて取

り付けてください。 この時、ラックのマウント部分に刻印されている数字を目

安にすると高さをそろえ易くなります。 

 

 フロントトレイ左側のＳＳＵト

レイを、ＳＳＵトレイの左右（２

箇所）のネジを緩めて、取り外し

ます。 

 

 N8140-836/-836A に添付の皿ネ

ジ（４本）を使って、SSU トレ

イに N8191-15/-15A を取り付け

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１Ｕ 
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 フロントトレイに、

N8191-15/-15A のコンソール

ポートに接続する K410-230 

USB 延長ケーブルか N8143-105

のコンソールケーブルと、

N8191-15/-15Aに添付の ACアダ

プタの DC コードを、各ケーブル

の先端から約３５ｃｍの箇所で、

添付のケーブルタイを使用して

固定します。 

 

 

 
● ラックの８Ｕが約３５ｃｍです。 ケーブル固定の際に長さが判らない場合

に参考としてください。 

● 1 台目の N8191-15/-15A を取り付ける際には、N8140-836/-836A の左側の

ベイに実装します。 

● 1 台目のコンソールポートに接続するケーブルはフロントトレイの左側隅

で固定します。 

● N8191-15A は N8140-836 に取り付けることができません。 

 

 ラック前面にフロントトレイを

取り付けます。 

 

 

 
● フロントトレイを固定する際に、ＡＣアダプタが脱落しないように注意して

ください。 

● フロントトレイをラックに入れる際には、ケーブルを挟まないよう注意して

ください。 

 

 ラック背面にケーブルブラケッ

トを取り付けます。 

 

 

 
ケーブルブラケットを取り付ける際には、ケーブルを挟まないよう注意してく

ださい。 
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 フロントトレイに固定したケー

ブルおよびＡＣアダプタをケー

ブルブラケット側に引き出しま

す。 

 

N8140-836/-836A 梱包箱の内蓋 

 
ケーブル引き回し冶具にケーブルを 

取り付けた例 

 

 
ラック内の狭い場所に設置する場合、N8140-836/-836A の梱包箱内蓋に用意し

ているケーブル引き回し冶具を利用すると、ケーブルを引き出し易くなります。 

 

 ケーブルブラケット右側のACア

ダプタトレイに取り付けられて

いるACアダプタ用金具を取り外

し、AC アダプタの銘板が下にな

るようにACアダプタトレイに載

せ、取り外した AC アダプタ用金

具を元通りに取り付けて、AC ア

ダプタを固定します。 
 

 AC アダプタトレイの脇にケーブ

ルタイを取り付け、DC ケーブル

の余長処理をおこないます。 

 

 ケーブルブラケット側からフロ

ントトレイにサーバ接続ケーブ

ル（K410-118）を引き出します。  

 

 
ラック内の狭い場所に設置する場合、N8140-836/-836A の梱包箱内蓋に用意し

ているケーブル引き回し冶具を利用すると、ケーブルを引き出し易くなります。 
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 フロントトレイ前面に、

N8191-15/-15A に接続する全て

のケーブル（キーボード、マウス、

ディスプレイのコンソール用

ケーブル、ＡＣアダプタのＤＣ

コード、サーバ接続ケーブル

（K410-118）等）を引き出し、

N8191-15/-15A の各コネクタに

接続します。 

 

 各ケーブルを挟まないように注

意して、ＳＳＵトレイをフロント

トレイに挿入します。 

 

 ＳＳＵトレイの両脇のネジを締

めて固定します。 

 

 サーバ接続ケーブル（K410-118）

および K410-230 USB 延長ケー

ブルがラックの中でたるまない

ように引き出し、

N8140-836/-836A に添付のケー

ブルタイでケーブルブラケット

に固定します。 
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 AC アダプタに AC ケーブルを接

続し、AC ケーブルを１回巻きつ

け、N8140-836/-836A に添付の

ケーブルタイでケーブルブラ

ケットに固定します。 

 

 K410-230 ケーブルをキーボード、マウス、ディスプレイに接続し、サーバ接続

ケーブル（K410-118）を各サーバに接続し、AC ケーブルを UPS または AC タッ

プに接続します。 
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（3）取り付け手順 （N8191-15/-15A をカスケード接続する場合） 

N8191-15/-15Aをラックに搭載する場合には、別売のオプション N8140-836/-836Aサーバスイッチユニッ

ト(4Server/USB 対応)ラック搭載キットが必要です。 

N8140-836/-836A および N8191-15/-15A は、次の手順でラックへ取り付けます。 

 
N8191-15Aには N8140-836A を選択してください。 

N8140-836には取り付けることができません。 

 
 

 ラックに添付されているコア

ナットを使用し、

N8140-836/-836A を取りつける

１Ｕのスペースを確認し、前後の

マウント部分に４個ずつ取り付

けます。 
 

 

 
コアナットを取り付ける位置は、前と後ろのマウント部分の高さをそろえて取

り付けてください。 この時、ラックのマウント部分に刻印されている数字を目

安にすると高さをそろえ易くなります。 

 

 フロントトレイ左側のＳＳＵト

レイを、ＳＳＵトレイの左右（２

箇所）のネジを緩めて、取り外し

ます。 

 

 フロントトレイ右側の SSU トレイの左右（2 箇所）のネジを緩めて、取り外しま

す。 

 フロントトレイ右側から外した

ＳＳＵトレイに付いているダ

ミーカバーを取り外します。 

 
 
 
 
 

１Ｕ 
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 N8140-836/-836A に添付の皿ネ

ジ（４本）を使って、SSU トレ

イに N8191-15/-15A を取り付け

ます。 

 
 

 
● N8140-836/-836A を使用して N8191-15/-15A をカスケード接続する場合に

は、左右の SSU トレイにそれぞれ N8191-15/-15A を取り付けます。 

● フロントトレイに実装されている SSU トレイは、左右とも同じ物です。 左

右のトレイが入れ替わっても問題ありません。 

 

 フロントトレイに、１台目の

N8191-15/-15A のコンソール

ポートに接続する K410-230 

USB 延長ケーブルか N8143-105

のコンソールケーブルと、

N8191-15/-15Aに添付の ACアダ

プタの DC コードを、各ケーブル

の先端から約３５ｃｍの箇所で

添付のケーブルタイを使用して

固定します。 

 

 

 
● ラックの８Ｕが約３５ｃｍです。 ケーブル固定の際に長さが判らない場合

に参考としてください。 

● 1 台目の N8191-15/-15A を取り付ける際には、N8140-836/-836A の左側の

ベイに実装します。 

● 1 台目のコンソールポートに接続するケーブルはフロントトレイの左側隅

で固定します。 

● N8191-15A は N8140-836 に取り付けることができません。N8140-836A に

取り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Express5800 サーバスイッチユニット ユーザーズガイド 44 

 

 

 K410-119(1A)ケーブルのサーバ

接続コネクタ側（PS/2・VGA コ

ネクタ側）とサーバスイッチユ

ニット接続コネクタ側、およびス

レーブ側の N8191-15/-15A に接

続する AC アダプタの DC コード

を、各ケーブルの先端から約３５

ｃｍの箇所で添付のケーブルタ

イを使用して固定します。 

 

 

 
● ラックの８Ｕが約３５ｃｍです。 ケーブル固定の際に長さが判らない場合

に参考としてください。 

● ２台目の N8191-15/-15A を取り付ける際には、N8140-836/-836A の右側の

ベイに実装します。 

● ２台目の N8191-15/-15A のコンソールポートに接続するケーブルはフロン

トトレイの右側隅に固定します。 

● スレーブとなる N8191-15/-15A に接続する K410-119(1A)ケーブルのサーバ

接続コネクタ側はフロントトレイの中央右側にとりつけます。 

● マスタとなる N8191-15/-15A に接続する K410-119(1A)ケーブルのサーバス

イッチユニット接続コネクタ側はフロントトレイの中央左側に引き出せる

様にとりつけます。 

 

 
カスケード接続には、必ず K410-119(1A) PS/2 接続ケーブルを使用し

てください。 

N8191-15A には N8140-836A を選択してください。 

N8140-836 には取り付けることができません。 

 
 

 ラック前面にフロントトレイを

取り付けます。 

 

 

 
● フロントトレイを固定する際に、ＡＣアダプタが脱落しないように

注意してください。 

● フロントトレイをラックに入れる際には、ケーブルを挟まないよう

注意してください。 



 

Express5800 サーバスイッチユニット ユーザーズガイド 45 

 

 ラック背面にケーブルブラケッ

トを取り付けます。 

 

 

 
ケーブルブラケットを取り付ける際には、ケーブルを挟まないよう注意してく

ださい。 

 

 フロントトレイに固定したケー

ブルおよびＡＣアダプタをケー

ブルブラケット側に引き出しま

す。 

 

N8140-836/-836A 梱包箱の内蓋 

 

ケーブル引き回し冶具にケーブルを 

取り付けた例 

 

 
ラック内の狭い場所に設置する場合、N8140-836/-836A の梱包箱内蓋に用意し

ているケーブル引き回し冶具を利用すると、ケーブルを引き出し易くなります。 
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 ケーブルブラケットのACアダプ

タトレイに取り付けられている

AC アダプタ用金具を取り外し、

AC アダプタの銘板が下になるよ

うに AC アダプタトレイに載せ、

取り外したACアダプタ用金具を

元通りに取り付けて、AC アダプ

タを固定します。 
 

 

 

 
● ラック正面から見て左側のマスタ N8191-15/-15A に接続する AC アダプタ

は、ラック背面から見て右側の AC アダプタトレイに、ラック正面から見て

右側のスレーブ N8191-15/-15A に接続する AC アダプタは、ラック背面から

見て左側の AC アダプタトレイに載せて固定してください。 左右が入れ替

わらないように確認の上、取り付けてください。 

● AC アダプタ固定金具は左右のトレイで形状が異なります。 L または R の刻

印が刻まれています。 左右間違えないように確認の上、取り付けてくださ

い。 

 

 AC アダプタトレイの脇にケーブ

ルタイを取り付け、DC ケーブル

の余長処理をおこないます。 左

右共に余長処理を行ってくださ

い。 

 

 ケーブルブラケット側からフロ

ントトレイにサーバ接続ケーブ

ル（K410-118 または K410-119）

を引き出します。 

 

 

 
ラック内の狭い場所に本設置する場合、N8140-836/-836A の梱包箱内蓋に用意

しているケーブル引き回し冶具を利用すると、ケーブルを引き出し易くなりま

す。 
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 フロントトレイ前面左側に、マス

タとなる N8191-15/-15A に接続

する全てのケーブル（キーボー

ド、マウス、ディスプレイのコン

ソール用ケーブル、ＡＣアダプタ

のＤＣコード、サーバ接続ケーブ

ル（K410-118 または K410-119）

等）を１台目のマスタとなる

N8191-15/-15A の各コネクタに

接続します。 

 

 各ケーブルを挟まないように注

意して、ＳＳＵトレイをフロント

トレイに挿入します。             

 

 ＳＳＵトレイの両脇のネジを締

めて固定します。 

 

 フロントトレイ前面右側に、スレーブとなる N8191-15/-15A に接続する全ての

ケーブル（K410-119(1A)ケーブル、ＡＣアダプタのＤＣコードおよびサーバ接続

ケーブル（K410-118）等）を引き出し、スレーブとなる N8191-15/-15A の各コ

ネクタに接続します。 

 15 項と同様に、各ケーブルを挟まないように注意して、ＳＳＵトレイをフロント

トレイに挿入します。 

 16 項と同様に、ＳＳＵトレイの両脇のネジを締めて固定します。 

 サーバ接続ケーブル（K410-118

または K410-119）および

K410-230 USB 延長ケーブルが

ラックの中で弛まないようにし

て引き出し、N8140-836/-836A に

添付のケーブルタイでケーブル

ブラケットに固定します。 
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 AC アダプタに AC ケーブルを接

続し、AC ケーブルを１回巻きつ

け、N8140-836/-836A に添付の

ケーブルタイでケーブルブラ

ケットに固定します。 
  

 K410-230 ケーブルをキーボード、マウス、ディスプレイに接続し、サーバ接続

ケーブル（K410-118）を各サーバに接続し、AC ケーブルを UPS または AC タッ

プに接続します。 
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1.2  接 続 

サーバと本製品を接続する専用ケーブルは以下のものを使用してください。 

 

名称 型名 備考 

サーバスイッチユニット接続 

USB ケーブルセット(1.8m) 

K410-118(1A) サーバと本製品の間を USB 接続するための専

用ケーブル。 

サーバスイッチユニット接続 

USB ケーブルセット(3.0m) 

K410-118(03) サーバと本製品の間を USB 接続するための専

用ケーブル。 

サーバスイッチユニット接続 

USB ケーブルセット(5.0m) 

K410-118(05) サーバと本製品の間を USB 接続するための専

用ケーブル。 

サーバスイッチユニット接続 

PS/2 ケーブルセット(1.8m) 

K410-119(1A) カスケード接続時に、マスタ・スレーブ間をこ

のケーブルで接続します。 他のケーブルはカ

スケード接続には使用できません。 

 

本製品には、ディスプレイ、キーボードとマウスをそれぞれ１台ずつと複数台（N8191-14 は最大８台、

N8191-15/-15A は最大４台のサーバ）を接続することができます。 

本製品とサーバは、別売の専用ケーブル（K410-118）で接続されます。 

K410-118 は、1.8m・3.0m・5.0m の３種類が用意されており、片側が USB コネクタ 1 個（黒色、USB アイコ

ンが表示されています）とディスプレイ用コネクタ 1 個（青色、ディスプレイアイコンが表示されています）

で、反対側が D-Sub 15Pin コネクタ 1 個となっています。 

K410-119 は 1.8m が用意されており、片側が Keyboard 用 PS/2 コネクタ１個（紫色、Keyboard アイコン表示

されています）、Mouse 用 PS/2 コネクタ 1 個（緑色、Mouse アイコンが表示されています）とディスプレイ

用コネクタ 1 個（青色、ディスプレイアイコンが表示されています）で、反対側が D-Sub 15Pin コネクタ 1 個

となっています。 K410-119(1A)は、本製品同士をカスケード接続するために使用します。 カスケード接続で

は、N8191-14 を９台接続することで最大６４台、N8191-15/-15A を５台接続することで最大１６台のサーバ

を接続できます。 

カスケード接続では、N8191-14 と N8191-15/-15A の混在も可能で、フロントパネルからの操作や OSD 画面操

作は共通です。 
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本製品とキーボード、マウスとディスプレイは、直接接続するか、別売の別売のディスプレイ/キーボード延長

ケーブル(K410-230：USB 用)で延長して接続します。 

 

 
● 本製品および接続するサーバの電源を OFF にしてから接続してください。

ON の状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。 

● 電源コードやインタフェースケーブルはケーブルタイで固定してくださ

い。 

● ケーブルがラックのドアや側面のガイドレールなどに当たらないよう

フォーミングしてください。 

● 電源コードは本製品の AC インレット部分で少したるませる程度にフォー

ミングしてください。サーバを引き出したときに電源コードが抜けるのを

防ぐためです。 

● 電源コードのプラグ部分が圧迫されないようにしてください。 
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 単体接続 

N8191-14は単体でサーバを最大８台、N8191-15/-15Aは単体で最大４台まで接続可能です。 本製品にサー

バを直接接続する場合、以下の手順で接続してください。 

 

 
添付の行き先表示ラベルに接続先を記入してケーブルに貼り付けておくことを

お勧めします。 お手入れや、移動の際に作業しやすくなります。 

 

 
接続しようとする本製品のコネクタを確認してください。 本製品のサーバ接続

コネクタ（黒色）とディスプレイコネクタ（青色）は同じ形状をしています。 こ

れらのコネクタはアイコン表示（ディスプレイコネクタは  、N8191-14 のサー

バ接続コネクタは１～８の数字、N8191-15/-15A のサーバ接続コネクタは１～

４の数字）と色分けで区別しています。 

 

 
● PS/2 キーボード、PS/2 マウスのコネクタ接続の際は、コネクタの「△」

マークを合わせてから差し込んでください。 

● ディスプレイ用コネクタ（Mini D-Sub 15Pin）を接続する際には、ディス

プレイ用コネクタの固定ネジを締めて確実に本製品およびサーバに接続し

てください。 確実に接続していない場合には、画像が乱れたり正しく映ら

ない場合があります。 

 

 
N8191-14 にサーバを８台接続した例（コンソールのキーボード、マウスが PS/2 接続の場合） 
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N8191-14 にサーバを８台接続した例（コンソールのキーボード、マウスが USB 接続の場合） 

 

 
N8191-15/-15A にサーバを４台接続した例（コンソールのキーボード、マウスが PS/2 接続の場合） 

 

 
N8191-15/-15A にサーバを４台接続した例（コンソールのキーボード、マウスが USB 接続の場合） 
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 １台目のサーバ側に専用ケーブル（K410-118）のサーバ接続コネクタをディスプ

レイコネクタ（青） ⇒ USB コネクタ（黒）の順に接続します。                                       

（①の手順） 

 

 
添付の行き先表示ラベルに接続先を記入してケーブルに貼り付けておくことを

お勧めします。 お手入れや、移動の際に作業しやすくなります。 

 

 本製品のサーバ接続コネクタ（黒）に１項で接続した専用ケーブル（K410-118）

の SSU 接続コネクタ（黒）を接続します。                                              

（②の手順） 

 

 
ケーブルに貼り付けた行き先表示ラベルの表示を利用することにより、ケーブ

ルをそれぞれどのサーバに接続すべきか容易に見分けることができ、誤接続を

防止できます。 

 

 N8191-14 の場合は２～８台目、N8191-15/-15A の場合は２～４台目のサーバも

同じ要領で接続します。                                                     

（①、②の手順） 

 

 
インタフェースケーブルの接続は、必ず、サーバ側、本製品側の順序で接続し

てください。 

 

 PS/2 タイプのキーボード、マウスを使用する場合は、キーボードの PS/2 コネク

タ（紫）を本製品のコンソール用 PS/2 キーボードコネクタ（紫）に、マウスの

PS/2 コネクタ（緑）を本製品のコンソール用 PS/2 マウスコネクタ（緑）に、ディ

スプレイコネクタ（青）を本製品のコンソール用ディスプレイコネクタ（青）に

接続します。 USB タイプのキーボード、マウスを使用する場合は、本製品の USB

キーボードの USB コネクタ（黒）と USB マウスの USB コネクタ（黒）をコン

ソール用 USB キーボード、マウスコネクタ（黒）に接続します。                                                                  

（③の手順） 

 

 
２つあるコンソール用 USB キーボード、マウスコネクタのどちらに USB キー

ボード、USB マウスを差しても構いません。 

 

 
● キーボード、マウスは、各々PS/2、USB、いずれかに接続してください。

2 種のキーボード、またはマウスを同時に使用することはできません。 

● USB キーボード、USB マウス以外の USB デバイスは動作できません。 

● 無線式の USB キーボード、USB マウスはサポートされていません。 
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 本製品やサーバおよびディスプレイの電源コードを接続し、電源プラグをコンセ

ントに接続します。                                                                  

（④の手順） 

 

 
指定された電源コード以外のコードを使わないでください。 

 

 接続した専用ケーブルを添付の

ケーブルタイで固定します。   

本製品に接続した電源コードは

添付の電源ケーブルクランプに

１巻きして固定します。 

    

N8191-14               N8191-15/-15A 
 

 
電源コードは抜け防止のため、本製品に添付の電源ケーブルクランプで必ず固

定してください。 

 

 正しく接続されたことを確認したら、サーバを起動しキーボード、マウスが正し

く機能することを確認し、MONITOR TYPE の設定を行ってください。 その後再

起動し、残りのサーバを起動し選択できることを確認してください。 

 

 
本製品の MONITOR TYPE の設定方法は、（89 ページ）を参照してください。 
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 カスケード接続（サーバを９台以上接続する場合） 

本製品の各サーバポートに本製品を接続することができます。 このような接続方法をカスケード接続と呼

びます。 

カスケード接続している場合、コンソールのディスプレイ、キーボード、マウスが接続されている本製品

を「マスタ」と呼び、マスタのサーバポートに接続された本製品を「スレーブ」と呼びます。 

カスケード接続は、「マスタ」と「スレーブ」の関係が１段のみ可能で、「スレーブ」の配下に更に「ス

レーブ」となる本製品を接続することはできません。 

N8191-14 を最大９台使用してカスケード接続することによりサーバを１台～６４台、N8191-15/-15A の

場合は最大５台使用してカスケード接続することによりサーバを１台～１６台まで接続することができ、

コンソールのディスプレイ、キーボード、マウスを１セットのみで使用することが可能です。  更に

N8191-14 と N8191-15/-15A を混在してカスケード接続させることも可能で、この場合には N8191-14、

N8191-15/-15A のどちらを「マスタ」に使用することも可能です。 

本製品をカスケード接続する場合は、以下の手順で接続してください。 

 

 
添付の行き先表示ラベルに接続先を記入してケーブルに貼り付けておくことを

お勧めします。 お手入れや、移動の際に作業しやすくなります。 

 

 
接続しようとする本製品のコネクタを確認してください。 本製品のサーバ接続

コネクタ（黒色）とディスプレイコネクタ（青色）は同じ形状をしています。 こ

れらのコネクタはアイコン表示（ディスプレイコネクタは  、N8191-14 のサー

バ接続コネクタは１～８の数字、N8191-15/-15A のサーバ接続コネクタは１～

４の数字）と色分けで区別しています。 

 

 
● カスケード接続に使用するケーブルは K410-119(1A)のみです。 他のケー

ブルは使用できません。 

● PS/2 キーボード、PS/2 マウスのコネクタ接続の際は、コネクタの「△」

マークを合わせてから差し込んでください。 

● ディスプレイ用コネクタ（Mini D-Sub 15Pin）を接続する際には、ディス

プレイ用コネクタの固定ネジを締めて確実に本製品およびサーバに接続し

てください。 確実に接続していない場合には、画像が乱れたり正しく映ら

ない場合があります。 
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N8191-14 をカスケード接続し、サーバを１５台接続した例 

（コンソールのキーボード、マウスが PS/2 接続の場合） 
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N8191-14 をカスケード接続し、サーバを１５台接続した例 

（コンソールのキーボード、マウスが USB 接続の場合） 
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N8191-15/-15A をカスケード接続し、サーバを７台接続した例 

（コンソールのキーボード、マウスが PS/2 接続の場合） 
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N8191-15/-15A をカスケード接続し、サーバを７台接続した例 

（コンソールのキーボード、マウスが USB 接続の場合） 

 

 マスタ側 N8191-14 のサーバ接続コネクタ（黒）１～７（N8191-15/-15A の場合

はサーバ接続コネクタ（黒）１～３）に「単体接続」の１項～３項を参照して７

台（N8191-15/-15A の場合は３台）のサーバを接続します。                                          

（①、②の手順） 

 

 
添付の行き先表示ラベルに接続先を記入してケーブルに貼り付けておくことを

お勧めします。 お手入れや、移動の際に作業しやすくなります。 

 

 スレーブ側本製品の、コンソール用ディスプレイコネクタ（青）に K410-119(1A)

接続ケーブルのコンソール用ディスプレイコネクタ（青）を、コンソール用 PS/2

マウスコネクタ（緑）に K410-119(1A)接続ケーブルのマウス用 PS/2 コネクタ(緑) 

を、コンソール用 PS/2 キーボードコネクタ（紫）に K410-119(1A)接続ケーブル

のキーボード用 PS/2 コネクタ（紫）を接続します。（③の手順） 

 

 
本製品同士のカスケード接続は K410-119(1A)でのみ可能です。 

他の専用ケーブルではカスケード接続できません。 
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 マスタ側 N8191-14 のサーバ接続コネクタ（黒）８（N8191-15/-15A の場合はサー

バ接続コネクタ（黒）４）に K410-119(1A)接続ケーブルのサーバ接続コネクタ

（黒）を接続します。                                                         

（④の手順） 

 

 スレーブ側 N8191-14 のサーバ接続コネクタ（黒）１～８（N8191-15/-15A の場

合はサーバ接続コネクタ（黒）１～４）に「単体接続」の１項～３項を参照して

８台（N8191-15/-15A の場合は４台）のサーバを接続します。                          

（⑤ ⑥の手順） 

 

 
スレーブとなる本製品を更に増設する場合は、上記１項～４項の要領で接続し

てください。 このとき増設する各スレーブとなる本製品はマスタ側の本製品の

サーバ接続コネクタの後ろの番号のサーバポート（N8191-14 がマスタの場合は

８⇒７⇒・・・⇒２⇒１、N8191-15/-15A がマスタの場合は４⇒３⇒２⇒１）

からカスケード接続します。 

 

 
スレーブ側の本製品に、更にもう一台の本製品をスレーブとしてカスケード接

続することはできません。 

 

 PS/2 キーボード、マウスを使用する場合には、マスタ側の本製品のコンソール用

ディスプレイコネクタ（青）にディスプレイの VGA コネクタ（青）を、マスタ

側の本製品のコンソール用 PS/2 マウスコネクタ（緑）にマウスの PS/2 コネクタ

(緑) を、マスタ側の本製品のコンソール用 PS/2 キーボードコネクタ（紫）にキー

ボードの PS/2 コネクタ（紫）を接続します。 USB キーボード、マウスを使用

する場合には、マスタ側の本製品のコンソール用ディスプレイコネクタ（青）に

ディスプレイの VGA コネクタ（青）を、マスタ側の本製品のコンソール用 USB

コネクタ（黒）にキーボード、マウスの USB コネクタ(黒)を接続します。                                                                  

（⑦の手順） 

 

 
キーボード、マウスは、各々PS/2、USB、いずれかに接続してください。2 種

のキーボード、またはマウスを同時に使用することはできません。 

 

 本製品やサーバおよびディスプレイの電源コードを接続し、電源プラグをコンセ

ントに接続します。                                                                  

（⑧の手順） 

 

 
指定された電源コード以外のコードを使わないでください。 
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 接続した専用ケーブルを添付の

ケーブルタイで固定します。   

本製品に接続した電源ケーブル

は、添付の電源ケーブルクランプ

で固定します。 
    

N8191-14               N8191-15/-15A 
 

 
電源コードは抜け防止のため、本製品に添付の電源ケーブルクランプで固定し

てください。 

 

 正しく接続されたことを確認したら、サーバを起動し MONITOR TYPE の設定を

行ってください。 その後再起動し、正しいサーバポートに接続されていてキー

ボード、マウスが正しく機能することを確認し、さらに残りのサーバを起動し選

択できることを確認してください。 

 

 
本製品の MONITOR TYPE の設定方法は、（89 ページ）を参照してください。 
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 無停電電源装置（UPS）への接続について 

本製品の電源コードを無停電電源装置（UPS）に接続する場合は、UPS の背面にある出力コンセントに接続し

ます。 詳しくは UPS に添付の説明書を参照してください。 

 

 
UPS に本製品を接続する場合は、システム内で最初に起動する UPS に接続して

ください。 本製品に接続したサーバが本製品よりも先に起動すると、本製品や

サーバが誤動作する可能性があります。 

 

＜例＞ 
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NEC Express5800 シリーズ 
サーバスイッチユニット 

セットアップ 

本製品のセットアップについて説明します。 

 

1. 電源のON（64ページ） 

本製品の電源をONにする方法を説明しています。 

 

2. サーバの選択（65ページ） 

サーバの選択方法について説明しています。 

 

3. CUSTOMER MODE（85ページ） 

CUSTOMER MODEでの各機能設定方法について説明しています。 

 

3 
 

3 
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1. 電源の ON 

本製品には電源ボタンはありません、本製品に AC コードを接続すると自動的に本製品は起動します。 本製品

は常に電源が入った状態で、各サーバポートに接続されているサーバの電源が ON された事を自動的に検出し、

サーバの初期化処理に対してキーボード、マウス、ディスプレイの各機能を応答し、動作可能にします。 

 

 

1.1  電源投入時のサーバ選択 

本製品のサーバポートに接続された全サーバの電源が OFF の場合、最初に電源を ON したサーバの接続された

サーバポートを自動的に選択します。 

同時にサーバの電源を ON にした場合、N8191-14 では１＞２＞・・・＞７＞８、N8191-15/-15A では１＞２

＞３＞４の優先順位で選択・接続されます。 
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2. サーバの選択 

本製品のサーバ選択方法は、『ノーマルモード（Server Selection スイッチによる選択）』と、『ホットキーモー

ド（キーボードやマウスによる選択）』の２種類の選択方法があります。 

 

本製品は、選択中サーバポートのサーバの電源を OFF にしても選択したサーバポートは自動的に切り替わらず、

電源が OFF になったサーバポートを選択したままとなります。  

このような場合には、選択したいサーバを Server Slection スイッチまたはホットキーモードにて切り替えてく

ださい。 

 

選択されたサーバポートに接続されているサーバのみがディスプレイに表示されてキーボード、マウス操作が

有効になります。 その他のサーバにはキーボード、マウスの操作データは送信されません。 

選択されていないサーバポートに接続されている全てのサーバからのコマンド処理は、各サーバポートのマイ

コンから常に行われているため、各種のモード（キーコードモード、LED 状態、タイプマチック設定、画面表

示設定（ディスプレイ設定時に有効）、マウス出力モード等）は、サーバ毎の設定通りに動作が可能です。 

 

 
サーバが起動中には、AutoScan やホットキー操作はできません。 

サーバの OS 起動中など、キー入力を受け付けない場合では、ホットキーモー

ドに移行できません。 サーバがキー入力可能になるまで待ってから再度キー入

力してください。 

OS 起動中にホットキー操作を行ってしまった場合は、本製品の Reset スイッ

チを押して再起動してください。 
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2.1  本製品スイッチ操作 

 Server Selection スイッチによる選択（ノーマルモード） 

フロントパネルの Server Selection スイッチ または を押して選択します。Server Selection スイッチ

または を押すたびにサーバポートが切り替わります。 

Server Selection スイッチを押し続けると、本製品はクイック選択モードに入ります。 

クイック選択モード中は、ディスプレイの表示が黒画面となり、左上に「SELECTION」と表示し、その

下にサーバ名称が表示されます。 

 

このとき、本製品のステータス LED は選択されている事を示す青色が隣のサーバポートへ順に移動して行

き、画面に表示されたサーバ名称も移動したサーバポートの名称に変わります。 

クイック選択モードで選択したいサーバポートのステータス LED が青色に点灯した時、またはディスプレ

イ左上のサーバ名称表示で選択したいサーバポート名称が表示された時に Server Selection スイッチを押

すのを止めることでサーバポートを選択します。 

 

フロントパネルでのサーバ選択順は２つの選択方式を設定できます。  

 

１． SELECT-A・・・・・全サーバスキャン方式（標準設定） 

２． SELECT-B・・・・・UP/DOWN 選択方式 

 

これらの選択方式は CUSTOMER MODE の FRONT PANEL MODE 設定で変更できます。FRONT PANEL 

MODE 設定の説明は 91 ページを参照してください。 

 

 
● Server Selection スイッチによる選択では、接続されていないサーバポー

トやサーバの電源が OFF になっているサーバポートも選択されます。 

● SELECT-B の UP/DOWN 選択方式ではクイック選択モードは使用できま

せん。 
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1. 全サーバスキャン方式 （SELECT-A） 

１ 単体接続の場合 

Server Selection スイッチの を押下すると、N8191-14 の場合はサーバポート１ ⇒ サーバポート

８ ⇒ サーバポート７ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート１ ⇒ ・・・の順で選択され、N8191-15/-15A

の場合はサーバポート１ ⇒ サーバポート４ ⇒ サーバポート３ ⇒ サーバポート２  ⇒ サーバ

ポート１ ⇒ ・・・の順で選択されます。 

Server Selection スイッチの を押下すると、N8191-14 の場合はサーバポート１ ⇒ サーバポート

２ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート８ ⇒ サーバポート１ ⇒ ・・・の順で選択され、N8191-15/-15A

の場合はサーバポート４ ⇒ サーバポート１ ⇒ サーバポート２ ⇒ サーバポート３ ⇒ サーバ

ポート４ ⇒ ・・・の順で選択されます。 

 

２ カスケード接続の場合 

マスタとスレーブの Server Selection スイッチ（ または ）操作で動作が異なります。 

 

マスタの Server Selection スイッチの を押下すると、N8191-14 の場合はマスタのサーバポート１

[スレーブのサーバポート８ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート１] ⇒ マスタのサーバポート８[スレーブのサーバポート８ ⇒ ・・・ ⇒ サー

バポート１] ⇒ マスタのサーバポート７[スレーブのサーバポート８ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート１] ⇒ ・・・ ⇒ マスタ

のサーバポート１[スレーブのサーバポート８ ⇒ ・・・⇒ サーバポート１] ⇒ ・・・の順で選択され、N8191-15/-15A

の場合はマスタのサーバポート１[スレーブのサーバポート４ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート１] ⇒ マスタのサーバポート

４[スレーブのサーバポート４ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート１] ⇒ マスタのサーバポート３[スレーブのサーバポート４ ⇒ ・・・ ⇒ サー

バポート１] ⇒ ・・・ ⇒ マスタのサーバポート１[スレーブのサーバポート４ ⇒ ・・・⇒ サーバポート１] ⇒ ・・・の

順で選択されます。 

マスタの Server Selection スイッチ を押下すると、N8191-14 の場合はマスタのサーバポート１[ス

レーブのサーバポート１ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート８] ⇒ マスタのサーバポート２[スレーブのサーバポート１ ⇒ ・・・ ⇒ サーバ

ポート８] ⇒ ・・・ ⇒ マスタのサーバポート８[スレーブのサーバポート１ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート８] ⇒ マスタの

サーバポート１[スレーブのサーバポート１ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート８] ⇒ ・・・の順で選択され、N8191-15/-15A

の場合はマスタのサーバポート１[スレーブのサーバポート１ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート４] ⇒ マスタのサーバポート

２[スレーブのサーバポート１ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート４] ⇒ ・・・ ⇒ マスタのサーバポート４[スレーブのサーバポート

１ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート４] ⇒ マスタのサーバポート１[スレーブのサーバポート１ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート４] ⇒ ・・・

の順で選択されます。 

 

スレーブの Server Selection スイッチ（ または ）を押下した場合、現在選択中のサーバポートか

ら ServerSelection スイッチを押下したスレーブが以前選択していたサーバポートに切り替わり、ス

レーブは単体接続の動作と同様に選択されます。 

 

N8191-14のサーバポート７とサーバポート８にN8191-14をカスケード接続してサーバを２２台接続し

た場合の選択順の例 

マスタの Server Selection スイッチの または を押下した場合の選択順は、以下の赤い線の流れと

なります。 
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同じ構成で、スレーブの Server Selection スイッチの または を押下した場合の選択順は、現在選

択中のサーバポートから以前にスレーブで選択されていたサーバポートに切り替わり、その後、赤

い線の流れとなります。 

 

 

 

 

カスケード接続で Server Selection スイッチを押下した場合には、Server 

Selection スイッチを押下したマスタまたはスレーブのサーバポートのみ選択

可能です。 
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２. UP/DOWN 選択方式 （SELECT-B） 

１ 単体接続の場合 

Server Selection スイッチ を押下すると、N8191-14 の場合はサーバポート１ ⇒ サーバポー

ト８ ⇒ サーバポート７ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート１ ⇒ ・・・の順で選択され、N8191-15/-15A

の場合は、サーバポート１ ⇒ サーバポート４ ⇒ サーバポート３ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート１ 

⇒ ・・・の順で選択されます。 

Server Selection スイッチ を押下すると、N8191-14 の場合はサーバポート１ ⇒ サーバポー

ト２ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート８ ⇒ サーバポート１ ⇒ ・・・の順で選択され、N8191-15/-15A

の場合はサーバポート４ ⇒ サーバポート１ ⇒ サーバポート２ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート４ 

⇒ ・・・となります。 
 

 
SELECT-B の UP/DOWN 選択方式ではクイック選択モードは使用できませ

ん。 

 

２ カスケード接続の場合 

マスタ側とスレーブ側の Server Selection スイッチ または で動作が異なります。 

 

マスタの Server Selection スイッチ を押下すると、N8191-14 の場合は単体接続の動作と同様

に、サーバポート１ ⇒ サーバポート８ ⇒ サーバポート７ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート１  ⇒ ・・・

の順で選択され、N8191-15/-15A の場合も同様にサーバポート１ ⇒ サーバポート４ ⇒ サー

バポート３ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート１ ⇒ ・・・ となります。 

マスタの Server Selection スイッチ を押下すると、N8191-14 の場合は単体接続の動作と同様

に、サーバポート１ ⇒ サーバポート２ ⇒ ・・・ ⇒ サーバポート８ ⇒ サーバポート１ ⇒ ・・・

の順で選択され、N8191-15/-15A の場合も同様にサーバポート４ ⇒ サーバポート１ ⇒ ・・・ 

⇒ サーバポート４ ⇒ ・・・となります。 

 

マスタからスレーブを操作する場合、マスタの Server Selection スイッチ または でマスタにカ

スケード接続されたサーバポートを選択し、マスタの Server Selection スイッチ  を同時に押

下する事で、マスタの Server Selection スイッチ（ または ）からスレーブのサーバポート選択

が可能となります。 

スレーブ選択状態でマスタの Server Selection スイッチ  を同時に押下するとマスタのサーバ

ポート選択に戻ります。 

 

マスタからスレーブの操作に移行した場合、マスタ側の Server Selection スイッチ を押下するこ

とにより、N8191-14 ではスレーブのサーバポート１ ⇒ スレーブのサーバポート８ ⇒ スレー

ブのサーバポート７ ⇒ ・・・ ⇒ スレーブのサーバポート１ ⇒ ・・・の順で選択され、

N8191-15/-15A ではスレーブのサーバポート１ ⇒ スレーブのサーバポート４ ⇒ スレーブの

サーバポート３ ⇒ ・・・ ⇒ スレーブのサーバポート１ ⇒ ・・・となります。 

マスタからスレーブの操作に移行した場合、マスタ側の Server Selection スイッチ を押下するこ

とにより、N8191-14 ではスレーブのサーバポート１ ⇒ スレーブのサーバポート２ ⇒ ・・・ ⇒ 

スレーブのサーバポート８  ⇒  スレーブのサーバポート１  ⇒  ・・・の順で選択され、
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N8191-15/-15A ではスレーブのサーバポート１ ⇒ スレーブのサーバポート２ ⇒ ・・・ ⇒ ス

レーブのサーバポート４ ⇒ スレーブのサーバポート１ ⇒ ・・・となります。 

 

スレーブの Server Selection スイッチ（ または ）を押下した場合、現在選択中のサーバポート

から Server Selection スイッチを押下したスレーブが以前選択していたサーバポートに切り替わ

り、スレーブは単体接続の動作と同様の操作で選択できます。 

 

本製品のサーバポート７とサーバポート８にカスケード接続してサーバを２２台接続した場合の選

択順の例 

マスタの Server Selection スイッチ（ または ）を押下した場合の選択順は、以下の赤い線の流

れとなり、マスタでカスケード接続されているサーバポートを選択している状態でマスタの Server 

Selection スイッチの  を同時に押下した場合は青い線の流れとなります。 

 

 

 

同じ構成で、スレーブの Server Selection スイッチ（ または ）を押下した場合の選択順は、現

在選択中のサーバポートから Server Selection スイッチを押下したスレーブが以前選択していた

サーバポートに切り替わり、その後、赤い線の流れとなります。 

 

 

 

 Auto Scan スイッチ 

Auto Scan スイッチを押下すると、本製品は Auto Scan モードに入り、一定の周期（出荷時設定は１

０秒毎）で自動的に画面が切り替わります。 
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2.2  ホットキーモード 

ホットキーモードでは、画面上に On Screen Display（以降 OSD と称します）を表示し、キーボードや

マウスの操作によりサーバポートを選択する事ができます。 

本製品の OSD の表示パターンには２種類のモードがあり、それぞれのモードに移行する手段は４つの方

法があります。 ２つのモードとキーボード操作の３つの方法とスクロールマウス操作の１つの方法は以下

の通りとなっています。 

 

２つのモード 

ＭＯＤＥ－１：OSD 操作画面表示モード （73 ページを参照してください） 

ＭＯＤＥ－２：OSD ポート名表示モード （76 ページを参照してください） 

 

４つの手段 

- キーボード操作 

・＜Ctrl＞、＜Alt＞、＜Shift＞キーを同時押下、初期設定はＭＯＤＥ－１ 

・＜Scroll Lock＞×２回押下 （＜Scroll Lock＞キーを素早く連続押下）、初期設定はＭＯＤＥ－１ 

・＜Ctrl＞×２回押下（＜Ctrl＞キーを素早く連続押下）、初期設定ではＭＯＤＥ－２ 

- スクロールマウス操作 

・スクロールボタン×２回押下、初期設定は無効（ＯＦＦ） 

 

これらのモードに移行する手段は CUSTOMER MODE の HOTKEY SELECT 設定で任意に変更でき、

無効にすることも可能です。HOTKEY SELECT 設定の説明は 86 ページを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Express5800 サーバスイッチユニット ユーザーズガイド 72 

 OSD の基本動作 

OSD に入ると本製品は以下の動作となります。 

・ 画面上に MODE-1 の OSD または MODE-2 の OSD を表示します。 

・ ホットキーモードで選択しようとしているサーバポートのステータス LED は青色点滅します。 

・ キーボードの LED 表示は、Scroll Lock LED が点滅し、Num Lock LED、Caps Lock LED は

消灯します。 

・ サーバに対するキーボード、マウス操作は無効となります。 

 

 
OSD はノンインターレースのビデオ信号を推奨します。 

（但し、インターレース信号でも 1152×864、1280×1024、1600×1200 の解像

度の場合は表示可能です。 それ以外の解像度の場合、元の表示画面から OSD

がはみ出すことがあります。） 

 

 
● サーバが起動中に OSD に移行すると、選択していたサーバでキーボード、

マウスが認識されない場合があります。 サーバ起動中は OSD へ移行しな

いでください。 万が一、キーボード、マウスが認識されない場合はサーバ

を再起動してください。 

● 本製品に接続している全サーバの電源が OFF またはスリープモードに

なっている場合には、OSD は表示されません。 

● OSD を表示中に全サーバの電源が OFF またはスリープモードに移行した

場合、本製品のホットキーモードは維持されていますが、画面表示はされ

ません。 この様な場合は、ESC キーまたは Enter キーを押下するか、フ

ロントパネルでサーバポートを選択してください。 

● カスケード接続時には、マスタのステータス LED が橙色点滅し、スレーブ

のステータス LED は選択しようとするサーバポートのステータス LED が

青色点灯します。 
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 MODE-1 の OSD 

MODE-1 ではディスプレイ上に以下の OSD が表示されます。 

 

本製品の OSD 例 

 

１． MODE-1 の OSD 説明 

● OSD の左側（背景色＝黒色の部分）に本製品の状態が表示されます。 

● OSD の右側（背景色＝青色の部分）は、単体接続の場合には青色の部分は変化しません。 

● カーソル（文字色が紫色で背景が青色に表示（表示例ではサーバポート１））で表示されている

サーバポートが現在選択しようとしているサーバポートとなります。 

● OSD の下部にキー操作の簡単な説明が表示されます。 

● は OSD を開く前に選択していたサーバポートを示します。 

● 数字の１～８は本製品のサーバポートを示し、緑色に表示されているサーバポートは、サーバの

電源が ON になっていることを示し、白色に表示されているサーバポートは、サーバの電源が

OFF か未接続となっていることを示します。 

● カスケード接続している場合、OSD の左側（背景色＝黒色）がマスタとなる本製品の状態を表

示し、カスケードしているサーバポートにカーソルを移動させると、OSD の右側（背景色＝青

色）にカスケード接続した本製品のサーバポートの状態を表示します。 

● OSD の右側（背景色＝青色）で、英数字の F１～F８が緑色に表示されているサーバポートは、

サーバの電源が ON になっていることを示し、英数字の F１～F８が白色に表示されているサー

バポートは、サーバの電源が OFF か未接続となっていることを示します。 

● OSD の各サーバポートにはサーバ名称を登録することができます。 登録可能なサーバ名称は最

大１７文字までです。  

 

 
サーバ名称に登録できる文字は、ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴ

ＵＶＷＸＹＺ１２３４５６７８９０，．／［ ］：＋ｘ－及びスペースの４６文

字です。 
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● カスケード接続時の OSD は、「カスケード接続しているサーバポート」と「カスケード接続し

ていないサーバポート」で表示内容が変化します。 

   - カスケード接続していないサーバポート、OSD の左側にマスタに登録されたサーバ名称（最

大１７文字）を表示し、右側には何も表示しません。 （カスケード接続していない場合と同

じになります。） 

 

 

   － カスケード接続しているサーバポート、OSD の左側にマスタに登録されたサーバ名称の最

初の４文字を表示し、右側にスレーブに登録されたサーバ名称（最大１７文字）を表示しま

す。 
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● OSDの右側で、カスケード接続しているサーバポートにおいて＜Shift＞キーを押下し続けると、

マスタ側が１７文字、スレーブ側が９文字表示に切り替わります。 ＜Shift＞キーを離すと元の

表示に戻ります。 

   

 ↓<Shift>キー押下       ↑<Shift>キー離す 
 

  
 

 
● <Shift>キーを押下した状態では、他のキー操作（カーソルキーや１～９お

よびＦ１～Ｆ８キー等のＯＳＤに有効となるキー操作）を受け付けること

はできません。 

● ＯＳＤの右側でスレーブに登録したサーバ名称が８文字以下の場合、

<Shift>キーを押下してマスタ側のサーバ名称を表示した場合にはスレー

ブ側の名称は表示されません。 
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 MODE-2 の OSD 

MODE-2 ではディスプレイ上に以下の OSD が表示されます。 

 

 

２． MODE-2 の OSD 説明 

● MODE-2 の OSD では、画面の左上に本製品に登録したサーバ名称が表示されます。 

● MODE-2 の OSD では、白い文字で背景が赤色に表示されます。 

 

 
OSD ではサーバへのキー入力、マウス操作はできません。 

 

 各 MODE のサーバポート選択方法 

１． MODE-1 の OSD でのサーバポート選択方法 

キーボード操作による選択 

● ＜↑＞キー、＜↓＞キー操作によりOSDの左側でカーソルが移動します。 選択したいサーバポー

トにカーソルを移動した後に＜Enter＞キーを押下することでサーバポートを選択できます。 

 

 
サーバポートを選択後、ディスプレイの左上に選択したサーバ名称が約３秒間

表示されます。 
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● ＜↑＞キーまたは＜↓＞キー操作により OSD の左側でカスケード接続したサーバポートにカー

ソルを合わせると、＜→＞キーまたは＜←＞キーにより OSD の左側（マスタ）と右側（スレー

ブ）をカーソルが移動できます。 OSD の右側でのサーバポート選択操作はマスタでの選択動作

と同様に、＜↑＞キー、＜↓＞キーでカーソルを移動し、＜Enter＞キーを押下することでサー

バポートを選択できます。 

 

 ↓ <→>キー押下  ↑<←>キー押下  

 

 

 
サーバポートの選択後、ディスプレイの左上に選択したサーバ名称が約３秒間

表示されます。 

 

● OSD で＜ESC>キーを押下すると、OSD に移行する前に選択していたサーバポートに戻ります。 
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キーボード操作による直接的な選択 

● OSD で＜１＞～＜８＞キーを押下すると、＜１＞～＜８＞に相当するサーバポート１～８を直接

的に選択できます。 

● カスケード接続している場合、はじめにマスタ側のカスケード接続しているサーバポート番号に

該当する＜１＞～＜８＞キーを押下し、次にカスケード側で選択したいサーバポート番号に対応

した＜Ｆ１＞～＜Ｆ８＞キーを押下することで直接的に選択することができます。 

 

 
カスケード接続時に、マスタ側のカスケード接続しているサーバポートを選択

した場合（＜１＞～＜８＞キーを押下した場合）、OSD は終了せずにスレーブ

側のサーバポート選択の入力を待ちます。 この時、再び＜１＞～＜８＞キーで

カスケード接続していないポートを選択する事もできます。 

 

マウス操作による選択 

● OSD の左側で、マウスのスクロールボタンの＜↑スクロール＞、＜↓スクロール＞の操作により

OSD のカーソルが移動します。 

● OSD で選択したいサーバポートにカーソルを移動した後に、スクロールボタンを押下することに

より選択することができます。 

● カスケード接続している場合は、カスケード接続したサーバポートに＜↑スクロール＞または＜

↓スクロール＞でカーソルを合わせた後、更に右ボタン、左ボタンによりマスタとスレーブ画面

をカーソルが移動できます。 スレーブでのサーバポート選択操作はマスタでの選択動作と同様

に＜↑スクロール＞、＜↓スクロール＞でカーソルを移動した後にスクロールボタンを押下する

ことによりサーバポートを選択できます。 
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２． MODE-2 のサーバポート選択方法 

キーボード操作による選択 

● OSD で＜１＞～＜８＞キーを押下すると、＜１＞～＜８＞に相当するサーバポート１～８を選択

できます。 

● カスケード接続している場合、はじめにマスタ側のカスケード接続しているサーバポート番号に

該当する＜１＞～＜８＞キーを押下し、次にカスケード側で選択したいサーバポート番号に対応

した＜Ｆ１＞～＜Ｆ８＞キーを押下することで選択することができます。 

 

 
カスケード接続時に、マスタ側のカスケード接続しているサーバポートを選択

した場合（＜１＞～＜８＞キーを押下した場合）、OSD は終了せずに次の＜Ｆ

１＞～＜Ｆ８＞キーの入力を待ちます。 この時、再び＜１＞～＜８＞キーでカ

スケード接続していないポートを選択する事もできます。 

 

● OSD にて、キーボードの＜→＞キー操作でフロントパネルの ボタン操作、キーボードの＜←

＞キー操作でフロントパネルの ボタン操作と同様に表示するサーバポートが切り替わります。  

 

 
表示される順番は、AutoScan 時の表示順と同様になります。 

 

● OSD で選択したいサーバポートを表示させた後に＜Enter＞キーを押下することでサーバポート

を選択できます。 

● OSD で＜Esc＞キーを押下すると、OSD に移行する前に選択していたサーバポートを選択しま

す。 

 

 
サーバポートの選択後、ディスプレイの左上に選択したサーバ名称が約３秒間

表示されます。 

 

 
<Shift>キーを押下した状態では他のキー操作（カーソルキーや１～９およびＦ

１～Ｆ８キー等のＯＳＤ画面表示で有効となるキー操作）を受け付けることは

できません。 

 

マウス操作による選択 

● OSD にて、マウスの右ボタンを押下するとフロントパネルの ボタン操作、マウスの左ボタンを

押下するとフロントパネルの ボタン操作と同様に表示する画面が切り替わります。  選択した

いサーバポートを表示させた後にスクロールボタンを押下することによりサーバポートを選択

できます。 

 

 
サーバポートが表示される順番は、AutoScan 時の表示順と同様になります。 
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 OSD からの AutoScan モード 

OSD（MODE-1/MODE-2 共通）において＜０＞キーを押下すると、フロントパネルの AutoScan スイッチ

を押下した場合と同様に AutoScan モードに入ります。 

 

 
AutoScan モードではサーバへのキー入力やマウス操作はできません。 

AutoScan モードの詳しい説明・操作方法については 81 ページを参照してくだ

さい。 
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2.3  AutoScan モード 

Auto Scan スイッチを押下するか、OSD にて「０」キーを押下すると、本製品は Auto Scan モードに入り、

一定の周期（出荷時設定は１０秒毎）でサーバポートが切り替わります。 

Auto Scan を開始した直後、ディスプレイの左上に切り替え周期（出荷時設定は１０ｓ）が表示されます。 

 

その後はサーバポートが切り替わる毎に、ピンク色の背景に白文字でサーバ名称が３秒間表示されます。 

 

 

Auto Scan モード中は、表示されているサーバポートのステータス LED（Auto Scan 中の表示色は青色）

が２回点滅後、０．５秒程度消灯を繰り返します。 カスケード接続の場合、マスタの表示されているサー

バポートのステータス LED が２回点滅後、０．５秒程度消灯を繰り返し、カスケードしているサーバポー

トを表示している場合、マスタ側のカスケードしているサーバポートのステータス LED が橙色に２回点滅

後、０．５秒程度消灯を繰り返し、スレーブ側で表示中のサーバポートが青色点灯し、順に切り替わって

いきます。 

また Auto Scan モード中、キーボードの Scroll Lock LED は点滅します。 
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 AutoScan の順序 

Auto Scan モードでは、全サーバスキャン方式（SELECT-A）のポート順で Server Selection スイッ

チ を押下した場合と同じ順に切り変わります。 

 

 

 AutoScan の周期 

Auto Scan の周期は、AutoScan 動作中に＜↑＞キーまたは＜↓＞キーで変更することが可能です。 

切り替え周期は３／５／１０（出荷時設定）／２０／４０／６０秒となっており、出荷時設定の１

０秒から、＜↓＞キーを押下する毎に１０秒 ⇒ ５秒 ⇒ ３秒の順に、＜↑＞キーを押下する毎に

１０秒 ⇒ ２０秒 ⇒ ４０秒 ⇒ ６０秒の順に周期を変更できます。 

 

 AutoScan 中のサーバ名称表示／非表示 

Auto Scan モードでは、サーバ名称の表示／非表示を選択できます。 

Auto Scan モードで＜Shift＞＋＜Scroll Lock＞×２回（＜Scroll Lock＞キーを素早く２回連続押下）

することにより、Auto Scan 中のサーバ名称を表示し続けることができます。 サーバ名称を消した

い場合には、再度＜Shift＞＋＜Scroll Lock＞×２回（＜Scroll Lock＞キーを素早く２回連続押下）で

消すことができます。 

 

 AutoScan の終了方法 

Auto Scan モードは以下の方法で終了することができます。 

・＜Esc＞キー  ：AutoScan モードに入る前に選択していたサーバポートに戻る。 

・Auto Scan スイッチ ：AutoScan モード中に表示していたサーバポートを選択。 

・＜Enter＞  ：AutoScan モード中に表示していたサーバポートを選択。 

 

 
● AutoScan モード中は、サーバへのキー入力、マウス操作はできません。 

● AutoScan モードでは、サーバが接続されていないサーバポートおよび

サーバの電源が ON されていないサーバポートはスキップします。 

● AutoScan 中にホットキーモードに入りたい場合は、一旦 AutoScan モー

ドを終了させてください。 

● AutoScan モード中に全てのサーバの電源を OFF しても本製品は

AutoScan 状態を保持したままとなります。  サーバを再起動して

AutoScan モードになっている場合は、一旦 AutoScan を終了させてから

通常操作を行ってください。 
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2.4  サーバ名称の登録・変更 

MODE-1 の OSD にて、本製品のサーバポートに登録されているサーバ名称を変更することができます。

各サーバポートに接続されたサーバの運用用途に応じた名称に変更する事で、サーバポートの選択間違い

を防ぎ、より正確なオペレーションが実現できます。 

 

 サーバ名称の登録・変更方法 

１． MODE-1 の OSD に入ります。 

２． 名称を登録・変更したいサーバポートにカーソルを移動します。 

３． ＜Tab＞キーを押下するとサーバ名称登録・変更モードに入ります。 

   

 ↓ <Tab>キー押下で       ↓<Tab>キー押下で 

文字登録                            文字登録 

 

   
マスタ側登録名称変更例                    スレーブ側登録名称変更例 

 

 
● この時 OSD は名称を変更しているサーバポートの文字列が黄色に変化し、

１文字だけ黄色の背景となります。 

● サーバ名称に登録できる文字は、ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲ

ＳＴＵＶＷＸＹＺ１２３４５６７８９０，．／［ ］：＋ｘ－及びスペース

の４６文字です。 
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４． キーボードでサーバ名称を入力して＜Enter＞キーを押下すると、サーバ名称が登録されます。 

入力中の文字を修正したい場合は、＜Del＞キーで１文字削除、＜BS＞キーで後退します。 

登録を中止したい場合は＜Esc＞キーを押下すると、登録を開始する前の OSD に戻ります。 

また、サーバ名の登録・変更モード中に、サーバ名称の先頭にカーソルを合わせて＜Ctrl＞＋

＜C＞を押下することでサーバ名をコピーすることができます。 サーバ名称をコピーすると別

のポートのサーバ名称を変更する際に＜Ctrl＞＋＜V＞を押下することで、コピーしたサーバ

名をペーストすることができます。 

 

 
以下のキーボード操作にてサーバ名称を工場出荷状態に戻すことができます。 

・MODE-1 の OSD にて、左＜Ctrl＞＋右＜Shift＞＋＜Tab＞を全て押下 

・MODE-1 の OSD にて、右＜Ctrl＞＋左＜Shift＞＋＜Tab＞を全て押下 
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3. CUSTOMER MODE 

MODE-1 の OSD には、通常画面の SERVER SELECTION の他に CUSTOMER MODE があり、本製品の

様々な設定を行うことができます。 

CUSTOMER MODE では、以下の項目を設定できます。 

● HOTKEY SELECT 設定 

● MOUSE CENTER BUTTON 設定 

● KEYBOARD TYPE 設定 

● POWER SUPPLY 設定 

● MONITOR TYPE 設定 

● FRONT PANEL MODE 設定 

 

3.1  CUSTOMER MODE への移行 

CUSTOMER MODE への移行は、SERVER SELECTION（MODE-1 の OSD）で＜N＞キーを押下すると

CUSTOMER MODE に移行します。 CUSTOMER MODE から SERVER SELECTION（MODE-1 の OSD）

に戻る場合は＜P＞キーを押下します。 

 

 ↓ <N>キー押下で      ↑<P>キー押下で 

CUSTOMER MODE に移行         SERVER SELECTION に移行 
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3.2  各種機能設定 

 HOTKEY SELECT 設定 

HOT KEY（＜Ctrl＞＋＜Alt＞＋＜Shift＞、＜Ctrl＞×２連続押下、＜ScrollLock＞×２連続押下）操作を行っ

た際に、MODE-1 または MODE-2 で OSD を呼び出すか、OFF にするかを設定できます。 

工場出荷時の設定では、＜Ctrl＞＋＜Alt＞＋＜Shift＞と＜ScrollLock＞×２連続押下が MODE-1 に、＜

Ctrl＞×２連続押下は MODE-2 に設定されています。 

本製品の OSD 呼び出し操作が他のアプリケーション等と重複する操作となる場合は、本設定で OFF にす

ることで、操作の重複を避けることができます。 

 

１． SERVER SELECTION（MODE-1 の OSD）で＜N＞キーを押下して CUSTOMER MODE に入

ります。 

２． キーボードの＜↑＞キーまたは＜↓＞キー、マウスの↑スクロールまたは↓スクロールで、設

定を変更する Hotkey のパターンにカーソルを移動します。 

３． キーボードの＜Enter＞キーまたはマウスのスクロールボタンを押下すると、設定変更モードに

入ります。 

 

 

 
設定変更モードに入るとカーソルの文字表示が黄色に変化します。 

 

４． キーボードの＜↑＞キーまたは＜↓＞キー、マウスの↑スクロールまたは↓スクロールで

MODE-1 ⇔ MODE-2 ⇔ OFF を選択します。 

５． 設定したいモード（MODE-1、MODE-2、OFF）を選択したら、キーボードの＜Enter＞キー、

またはマウスのスクロールボタンを押下して設定を確定させます。 

 

 
● 全てを MODE-2 に設定することはできません。 

● 全てを OFF に設定することはできません。 
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 MOUSE CENTER BUTTON 設定 

MOUSE のスクロールボタンを押下した際に、MODE-1、MODE-2 で OSD を呼び出すか、OFF にするか

を設定できます。 

工場出荷時の設定では OFF に設定されています。 

本製品の OSD 呼び出し操作が他のアプリケーション等と重複する操作となる場合に、本設定で OFF にす

ることで操作の重複を避けることができます。 

 

１． SERVER SELECTION（MODE-1 の OSD）で＜N＞キーを押下して CUSTOMER MODE に入

ります。 

２． キーボードの＜↑＞キーまたは＜↓＞キー、マウスの↑スクロールまたは↓スクロールで

MOUSE CENTER BUTTON にカーソルを移動します。 

３． キーボードの＜Enter＞キーまたはマウスのスクロールボタンを押下すると、設定変更モードに

入ります。 

 

 

 
設定変更モードに入るとカーソルの文字表示が黄色に変化します。 

 

４． キーボードの＜↑＞キーまたは＜↓＞キー、マウスの↑スクロールまたは↓スクロールで

MODE-1 ⇔ MODE-2 ⇔ OFF を選択します。 

５． 設定したいモード（MODE-1、MODE-2、OFF）を選択したら、キーボードの＜Enter＞キーま

たはマウスのスクロールボタンを押下して設定を確定させます。 

 

 KEYBOARD TYPE 設定 

WindowsOS をご使用の場合、本設定は無効となります。 
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 POWER SUPPLY 設定 

本製品の電源動作モードには２種類の動作モードがあります。 

工場出荷時の設定では、常時電源 ON モード（ALLWAYS ON）に設定されています。 

 

● 常時電源 ON モード（ALLWAYS ON） 

常に本製品の電源が ON になっています。 

 

● サーバ連動モード （LINK WITH SERVER） 

本製品のポートに接続されたサーバの中で、最初に電源を ON したサーバを検出して本製品の電

源が ONJ になり、接続されたサーバすべてが OFF になったことを検出して本製品の電源が OFF

になります。（一部監視回路を除く） 

 

１． SERVER SELECTION（MODE-1 の OSD）で＜N＞キーを押下して CUSTOMER MODE に入

ります。 

２．キーボードの＜↑＞キーまたは＜↓＞キー、マウスの↑スクロールまたは↓スクロールで

POWER SUPPLY にカーソルを移動します。 

３． キーボードの＜Enter＞キーまたはマウスのスクロールボタンを押下すると、設定変更モードに

入ります。 

 

 

 
設定変更モードに入るとカーソルの文字表示が黄色に変化します。 

 

４． キーボードの＜↑＞キーまたは＜↓＞キー、マウスの↑スクロールまたは↓スクロールで

ALWAYS ON ⇔ LINK WITH SERVER を選択します。 

５． 設定したいモード（ALWAYS ON、LINK WITH SERVER）を選択したら、キーボードの＜Enter

＞キーまたはマウスのスクロールボタンを押下して設定を確定させます。 

 

 
フロントパネルにて、[AUTOSCAN]と[RESET]を同時押下しても、本機能の設

定を行えます。 
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 MONITOR TYPE 設定 

本製品は VESA 規格の DDC に対応しています。 

工場出荷時の設定は、Default Monitor に設定されています。 

 

 
本製品をご使用の際には必ず本設定を行ってください。 

また本製品に接続している LCD を変更された場合、再度本設定を行う必要があ

ります。 

 

１． SERVER SELECTION（MODE-1 の OSD）で＜N＞キーを押下して CUSTOMER MODE に入

ります。 

２．キーボードの＜↑＞キーまたは＜↓＞キー、マウスの↑スクロールまたは↓スクロールで

MONITOR TYPE にカーソルを移動します。 

 

３． キーボードの＜Enter＞キーまたはマウスのスクロールボタンを押下すると、コンソールポート

に接続された LCD の情報を取得します。 

 

 

 
LCD の情報取得中はカーソルの文字表示に SCANNIG･･･と表示されます。 
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４． LCD の情報を取得すると、MONITOR TYPE の項目に LCD の情報が表示されます。 

 

 

 
本製品のコンソールポートに接続されている LCD の種類によって表示される

LCD の情報が異なります。 

弊社オプションの LCD を接続しているにもかかわらず本設定を行い「Default 

Monitor」と表示された場合は、本製品と LCD を接続するケーブルが正しく接続

されているか確認してください。 

 

 
本設定後には必ず全てのサーバを再起動してください。 再起動していないサー

バは初期設定の Default Monitor と認識されたままとなっています。 Default 

Monitor と認識されているサーバでは、LCD が表示できない解像度やリフレッ

シュレートとなってしまい、正しい表示がされない場合があります。 
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 FRONT PANEL MODE 設定 

Front Panel の Server Selection スイッチを操作する際の選択モード（SELECT-A、SELECT-B）を

設定できます。 

工場出荷時の設定では、SELECT-A に設定されています。 

 

１． SERVER SELECTION（MODE-1 の OSD）で＜N＞キーを押下して CUSTOMER MODE に入

ります。 

２．キーボードの＜↑＞キーまたは＜↓＞キー、マウスの↑スクロールまたは↓スクロールで

FRONT PANEL MODE にカーソルを移動します。 

３． キーボードの＜Enter＞キーまたはマウスのスクロールボタンを押下すると、設定変更モードに

入ります。 

 

 

 
設定変更モードに入るとカーソルの文字表示が黄色に変化します。 

 

４． キーボードの＜↑＞キーまたは＜↓＞キー、マウスの↑スクロールまたは↓スクロールで

SELECT-A ⇔ SELECT-B を選択します。 

５． 設定したいモード（SELECT-A、SELECT-B）を選択したら、キーボードの＜Enter＞キーまた

はマウスのスクロールボタンを押下して設定を確定させます。 
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3.3  サーバ名称の常時表示／非表示 

 

ホットキーモードや Auto Scan モード以外の通常運用時に、＜Shift＞キーを押下しながら＜Scroll Lock＞

キーを２回押すことにより、選択中のサーバポートのサーバ名称をコンソール画面左上に表示し続けるこ

とができます。 サーバ名称表示は青い背景に白文字で表示されます。 

サーバ名称を表示し続けている場合、＜Shift＞キーを押下しながら＜Scroll Lock＞キーを２回押すことに

より、サーバ名称を非表示にできます。 

 

 
サーバ名称常時表示について 

● 本製品の工場出荷時の設定は、サーバ名称は非表示となっています。 

● ホットキーモードおよび Auto Scan 中はサーバ名称表示／非表示の設定は

できません。 

● サーバ名称表示／非表示の設定は、サーバポートの切替を行った後も維持

されます。 
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NEC Express5800 シリーズ 
サーバスイッチユニット 

保  守 

本製品の運用などにおいて、点検、保守、またはトラブルが起きたときの対応方法について説明します。 

 

1. 譲渡・移動・廃棄（94 ページ） 

第三者への譲渡、移動、廃棄および保管について説明します。 

 

2. 日常の保守（96 ページ） 

日常使う上で確認しなければならない点、およびクリーニングについて説明します。 

 

3. ユーザーサポート（97 ページ） 

本製品に関するさまざまなサービスについて説明します。 サービスは、弊社、および弊社が認定した保守

サービス会社が提供しています。 

 

4.  障害情報の採取（100 ページ） 

本製品が故障したとき、故障の箇所、原因等を診断するために必要となる情報を一覧にしています。 万が

一故障が起きた際に参照してください。 

 

5.  トラブルシューティング（104 ページ） 

故障かな？ と思ったときに参照してください。 トラブルの原因とその対処方法について説明します。 

 

4 
 

4 
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1. 譲渡・移動・廃棄 

1.1  第三者への譲渡 

本製品、または本製品に添付されているものを第三者に譲渡（または売却）するときは、次の注意を守ってく

ださい。 

 

● 本製品について 

第三者へ譲渡（または売却）するときは、添付品一式を一緒にお渡しください。 

 

1.2  本製品の廃棄 

 

● 本製品の廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従ってください。 詳しくは、各自治体へお問い合

わせください。 なお、添付の電源コードや AC アダプタにつきましても、他の製品への誤用を防ぐため、

本製品と一緒に廃棄してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Express5800 サーバスイッチユニット ユーザーズガイド 95 

1.3  移動と保管 

本製品を移動・保管するときは次の手順に従ってください。 

 

 
  

  

  

 

本製品を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。 指示を守らないと火傷やけ

がなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 詳しくは、「使用上のご注意」をご覧くださ

い。 

● 指定以外の場所に設置しない。 

● 自分で分解・修理・改造はしない。 

● 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない。 
  

 

 
  

  

本製品を安全にお使いいただくために次の注意事項をお守りください。指示を守らないと火傷やけがなど

を負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 詳しくは、「使用上のご注意」をご覧ください。 

● 中途半端に取り付けない。 

● 落下注意。 

● 製品をラックから引き出した状態のまま使わない。 

● ラックに設置する際などに指を挟まない。 

● ラックが不安定な状態で製品をラックから引き出さない。 

● 複数台の製品をラックから引き出さない。 
  

 

 
● フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業のときは、お買い上げの販売

店または保守サービス会社にお問い合わせください。 

● 本製品を保管するときは、保管環境条件（温度：-10℃～55℃、湿度：20%

～80％、ただし結露しないこと）を守ってください。 

１． 設置と接続を参照して、本製品から電源コード、インタフェースケーブルを取り外す。 ラックに設

置している場合はラックから取り外す。 

 

 
ケーブルを取り外す際は、必ず電源コンセントから全ての電源コードを抜いた

後にインタフェースケーブルを取り外してください。 

 

２． 購入時の梱包箱と梱包材を使用して、本製品を梱包する。 

梱包材が無い場合は、本製品に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないよう緩衝材などを使用し

て本製品をしっかりと梱包してください。 

 

 
寒い場所から暖かい場所に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤動

作や故障の原因となります。 本製品の移動後や保管後、再び運用する場合は、

使用環境に十分なじませてからお使いください。 

 



 

 

Express5800 サーバスイッチユニット ユーザーズガイド 96 

2. 日常の保守 

本製品を常にベストな状態でお使いいただくために、ここで説明する確認や保守を定期的に行ってください。 

万が一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社へ保守を依頼してください。 

 

 
  

  

  

 

本製品を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。 指示を守らないと火傷やけ

がなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 詳しくは、「使用上のご注意」をご覧くださ

い。 

● 自分で分解・修理・改造はしない。 

● 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない。 
  

 

2.1  クリーニング 

本製品を良い状態に保つため、定期的にクリーニングしてください。 

 

 本製品のクリーニング 

本製品の外観の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。 汚れが落ちにくいときは、次のような方法できれ

いにしてください。 

 

 
● シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。 材質のい

たみや変色の原因になります。 

● コンセント、インタフェースケーブル、本製品背面のコネクタは絶対に水

などでぬらさないでください。 

 

１． 本製品のステータス LED が全て消灯し、本製品を含むシステム全体の電源が OFF（POWER ランプ

が消灯）になっていることを確認する。 

２． 電源コードをコンセントから抜く。 

３． 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。 

４． 中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。 

５． 本製品の汚れた部分を手順４の布で少し強めにこすって汚れを取る。 

６． 真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。 

７． 乾いた布でふく。 

 

 キーボード、マウスのクリーニング 

本製品のステータス LED が全て消灯し、本製品を含むシステム全体の電源が OFF（POWER ランプが消灯）

になっていることを確認した後、キーボード、マウスの表面を乾いた布でふいてください。 

マウスの光センサ部が汚れていると正常に機能しません。 光センサ部についた汚れは、乾いた布でふき取って

ください。 
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3. ユーザーサポート 

アフターサービスをお受けになる前に、保証とサービス内容について確認してください。 

 

3.1  製品の保証 

本製品には「保証書」が添付されています。 「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記

載内容を確認の上、大切に保管してください。 保証期間中に故障が起きたときは、「保証書」の記載内容にも

とづき無償修理いたします。 詳しくは「保証書」と本書の「保守サービス」をご覧ください。 

保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄の弊社または保守サービス会社に連絡してください。 

 

 
● 弊社以外（サードパーティ）の製品、または弊社が認定していない製品や

インタフェースケーブルを使ったために起きた故障については、その責任

を負いかねます。 

● 本製品には、製品の製造番号などが記載された銘板が貼ってあります。 製

品の製造番号と保証書の保証番号が一致していませんと、保証期間内に故

障したときでも保証を受けられないことがありますのでご確認ください。 

万一違うときは、販売店にご連絡ください。 

● 銘版の貼り付け位置は下記の通りです。 

 

N8191-14 

 

 

N8191-15/-15A 
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3.2  保守サービス 

保守サービスは、弊社の保守サービス会社、および弊社が認定した保守サービス会社によって実施されます。

お客様が保守サービスをお受けになるときのご相談は、弊社営業担当または代理店で承っておりますのでご利

用ください。 保守サービスは、お客さまに合わせて２種類用意しております。 

 

保守サービスメニュー 

契約保守サービス 

 

お客様のコールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたります。 この保守方式

は、製品に応じた一定料金で保守サービスを実施させていただくもので、お客様と

の間に維持保守契約を結ばせていただきます。 

未契約修理 
お客様の障害コールにより技術者を派遣し、修理にあたります。 保守または修理料

金はその都度清算する方式で、作業の内容によって異なります。 

「契約保守サービス」の詳細につきましては、次のサイトの「優勝保守サービス」をご覧ください。 

http://support.express.nec.co.jp/pcserver/ 

 

 
● サービスを受けるには、事前に契約を済ませてください。 

● サービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。 

 

3.3  修理に出される前に 

「故障かな？」と思ったら、次の確認をしてください。 

１． 電源コードおよび他の製品に接続しているインタフェースケーブルが正しく接続されていることを

確認します。 

２． 「トラブルシューティング」を参照してください。 該当する症状があれば記載されている対処を行っ

てください。 

３． 本 製 品 を 操 作 す る た め に 必 要 と な る 設 定 が さ れ て い る こ と を 確 認 し て く だ さ い 。                 

（本製品および接続している製品でそれぞれ必要な設定があります） 

以上の確認をしてもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄の弊社または保守

サービス会社にご連絡ください。 

なお、故障時の各種ランプ表示、ディスプレイ表示状態や OSD 画面表示、本製品と接続されている様々な製

品の接続構成や状態、さらに本製品に接続している製品のランプの表示やディスプレイ上に表示されたアラー

ム内容等の情報は修理の際に有用な情報となります。4 章 保守の障害情報の採取に必要な情報を記録してくだ

さい。  

保守サービス会社の連絡先については、Express サーバに添付のユーザーズガイドに記載の「保守サービス会

社一覧」を参照してください。 

なお、保証期間中の修理は、必ず保証書を添えてお申し込みください。 

 

 
本製品は日本国内仕様のため、弊社の海外拠点では修理することはできません。 
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3.4  修理に出されるときは 

修理にだされるときは、次のものを用意してください。 

□ 保証書 

□ 銘板に記載の情報（製品名、型番、製造番号（SERIAL No.）） 

□ 付録の（本製品の構成情報）に記入した情報 

 

 

3.5  補修用部品 

本製品の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後５年です。 

 

 

3.6  情報サービス 

本製品に関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。 番号をよくお確かめの上、おかけください。 

 

ファーストコンタクトセンター 

TEL．03-3455-5800(代表) 

受付時間／9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 

 

「エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)」のお申し込みに関するご質問・ご相談は「エ

クスプレス受付センター」でお受けしています。 

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。 番号をよくお確かめの上、おかけください。 

 

エクスプレス受付センター 

TEL．0120-22-3042 

受付時間／9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 

 

インターネットでも情報を提供しています。 

 

[NEC コーポレートサイト] 

http://www.nec.co.jp/ 

製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。 

[NEC フィールディング] 

http://www.fielding.co.jp/ 

メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介しています。 
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4. 障害情報の採取 

4.1  構成情報 

本製品の構成情報は修理の際に有用な情報となります。万が一の際に次項の表に必要な情報を記録して頂き、修

理を依頼する際に添えてください。 
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対象製品名 N8191-14  /  N8191-15 / N8191-15A 

VER 注  M PA O F U 
 

コンソールポート 

カスケード接続 マスタ  /  スレーブ  /  なし 

LCD の型番  

Keyboard の型番  

Mouse の型番  

LCD コンソールユニットの型番  

KB,MS 接続コネクタ PS/2 KB  ／  PS/2 MS  ／  USB   ／  USB 

LCD/KB/MS 延長ケーブル K410-230(02) / K410-230(03) / なし 

カスケード接続先  
 

サーバポート ケーブル接続 

 ケーブル種類 線長 装置名 or SSU の N 型番 

サーバポート１ K410-118  /  K410-119 1A / 03 / 05  

サーバポート２ K410-118  /  K410-119 1A / 03 / 05  

サーバポート３ K410-118  /  K410-119 1A / 03 / 05  

サーバポート４ K410-118  /  K410-119 1A / 03 / 05  

サーバポート５ K410-118  /  K410-119 1A / 03 / 05  

サーバポート６ K410-118  /  K410-119 1A / 03 / 05  

サーバポート７ K410-118  /  K410-119 1A / 03 / 05  

サーバポート８ K410-118  /  K410-119 1A / 03 / 05  
 

ステータス LED 

サーバポート１ 

青色（点灯） / 青色（ゆっくり点滅） / 青色（２回連続早く点滅） 

橙色（点灯） / 橙色（ゆっくり点滅） / 橙色（２回連続早く点滅） 

緑色（点灯） /  (消灯) 

サーバポート２ 

青色（点灯） / 青色（ゆっくり点滅） / 青色（２回連続早く点滅） 

橙色（点灯） / 橙色（ゆっくり点滅） / 橙色（２回連続早く点滅） 

緑色（点灯） /  (消灯) 

サーバポート３ 

青色（点灯） / 青色（ゆっくり点滅） / 青色（２回連続早く点滅） 

橙色（点灯） / 橙色（ゆっくり点滅） / 橙色（２回連続早く点滅） 

緑色（点灯） /  (消灯) 

サーバポート４ 

青色（点灯） / 青色（ゆっくり点滅） / 青色（２回連続早く点滅） 

橙色（点灯） / 橙色（ゆっくり点滅） / 橙色（２回連続早く点滅） 

緑色（点灯） /  (消灯) 

サーバポート５ 

青色（点灯） / 青色（ゆっくり点滅） / 青色（２回連続早く点滅） 

橙色（点灯） / 橙色（ゆっくり点滅） / 橙色（２回連続早く点滅） 

緑色（点灯） /  (消灯) 

サーバポート６ 

青色（点灯） / 青色（ゆっくり点滅） / 青色（２回連続早く点滅） 

橙色（点灯） / 橙色（ゆっくり点滅） / 橙色（２回連続早く点滅） 

緑色（点灯） /  (消灯) 

サーバポート７ 

青色（点灯） / 青色（ゆっくり点滅） / 青色（２回連続早く点滅） 

橙色（点灯） / 橙色（ゆっくり点滅） / 橙色（２回連続早く点滅） 

緑色（点灯） /  (消灯) 

サーバポート８ 

青色（点灯） / 青色（ゆっくり点滅） / 青色（２回連続早く点滅） 

橙色（点灯） / 橙色（ゆっくり点滅） / 橙色（２回連続早く点滅） 

緑色（点灯） /  (消灯) 

注：VER は CUSTOMER MODE の下段に表示されています。 
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USB ポート LED 

USB ポート 緑色（点灯）  ／ 緑色（点滅）  ／  (消灯) 

USB ポート 緑色（点灯）  ／ 緑色（点滅）  ／  (消灯) 

キーボード LED 

Num Lock 緑色（点灯）  ／ 緑色（点滅）  ／  (消灯) 

Caps Lock 緑色（点灯）  ／ 緑色（点滅）  ／  (消灯) 

Scroll Lock 緑色（点灯）  ／ 緑色（点滅）  ／  (消灯) 

 

サーバ環境設定 

ポート１のサーバ 

OS 名称  

画面解像度設定値  

リフレッシュレート  

MONITOR TYPE 設定  

その他  

ポート２のサーバ 

OS 名称  

画面解像度設定値  

リフレッシュレート  

MONITOR TYPE 設定  

その他  

ポート３のサーバ 

OS 名称  

画面解像度設定値  

リフレッシュレート  

MONITOR TYPE 設定  

その他  

ポート４のサーバ 

OS 名称  

画面解像度設定値  

リフレッシュレート  

MONITOR TYPE 設定  

その他  

ポート５のサーバ 

OS 名称  

画面解像度設定値  

リフレッシュレート  

MONITOR TYPE 設定  

その他  

ポート６のサーバ 

OS 名称  

画面解像度設定値  

リフレッシュレート  

MONITOR TYPE 設定  

その他  

ポート７のサーバ 

OS 名称  

画面解像度設定値  

リフレッシュレート  

MONITOR TYPE 設定  

その他  

ポート８のサーバ 

OS 名称  

画面解像度設定値  

リフレッシュレート  

MONITOR TYPE 設定  

その他  
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4.2  修理時の情報 

本製品の情報は修理の際に有用な情報となります。 次項の表に必要な情報を記録して頂き、万が一の際にご利

用ください。 

 

ディスプレイの状態は？  

キーボードの操作は行えるか？  

マウスの操作は行えるか？  

故障の内容  

故障に至るまでの操作内容  

その他  



 

 

Express5800 サーバスイッチユニット ユーザーズガイド 104 

5. トラブルシューティング 

本製品が思うように動作しないときは、修理に出す前に、次のチェックリストを参照して本製品をチェックして

ください。 チェックリストに該当するような項目があるときは、記載の対処方法を試してみてください。 

該当する項目がない場合や対策を行っても改善しない場合は、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄の

弊社または保守サービス会社にご連絡ください。 その際には「障害情報の採取」で採取した情報を合わせてご

連絡いただけますと、修理の際に有用な情報となることがあります。 

 

 

5.1  ランプ表示 

［?］ ステータスLEDが点滅した 

□ 電源コードが正しく接続されていますか？ 

→ 電源コードが本製品の電源規格に合ったコンセント（またはUPS）に接続されていることを確認してく

ださい。 

→ 本製品に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破れていたり、プラグ部分

が折れていたりしていないことを確認してください。 

→ 電源コードを接続したコンセントのACタップやブレーカがONになっていることを確認してください。 

→ UPSに接続している場合は、UPSの電源がONになっていること、およびUPSから電力が出力されてい

ることを確認してください。 詳しくはUPSに添付の説明書を参照してください。 

［?］ サーバの電源をONしてもステータスLEDが点灯しない 

□ インタフェースケーブルは正しく接続されていますか？ 

→ 本製品のケーブル接続を確認してください。 

→ ケーブルやコネクタが破損していたり、汚れたりしていないことを確認してください。 ケーブルやコ

ネクタが破損している場合は保守サービス会社に交換を依頼してください。 

□ サーバ側のキーボードコネクタ、マウスコネクタに問題はありませんか？ 

→ サーバ側のキーボードコネクタ、マウスコネクタが破損していたり、汚れたりしていないことを確認し

てください。 破損している場合は保守サービス会社に交換を依頼してください。 

 

5.2  本製品の機能 

［?］ ホットキーモードで切り替えできない 

□ キー入力は正しいですか？  

→ ＜１＞～＜８＞キーを押してください。 本製品をカスケード接続してカスケード接続先のサーバポー

トを選択したい場合は、始めにマスタ側でカスケード接続しているサーバポートを＜１＞～＜８＞キー

を押して選択し、次にスレーブ側のサーバポートを＜Ｆ１＞～＜Ｆ８＞を押下してください。

（N8191-15/-15Aの場合はそれぞれ＜１＞～＜４＞キーと＜Ｆ１＞～＜Ｆ４＞キーに読み替えてくだ

さい） 
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［?］ ホットキーモードには入れない（OSDが表示されない） 

□ ＯＳ起動中にキーを押していませんか？  

→ ＯＳ起動中はキー入力を受け付けません。 ＯＳ起動後に再度キー入力してください。 

→ ＯＳ起動中にキー入力すると、フロントパネル上のSelectionスイッチも無効になってしまいます。 万

が一ＯＳ起動中にキー入力してしまった場合には、本製品のResetスイッチを押下してから再度

Selectionスイッチを操作してください。 

□ サーバのスクリーンセーバ機能が有効になっていませんか？  

→ ステータスLEDの表示状態を確認してください。 点滅している場合は一旦＜ESC＞キーを押下してか

らキーボード、マウスを操作してサーバのスクリーンセーバ機能を解除してください。 ステータスLED

が点滅していない場合は、そのままキーボード、マウスを操作してサーバのスクリーンセーバ機能を解

除してください。 

□ サーバのスリープモードが有効になっていませんか？  

→ ステータスLEDの表示状態を確認してください。 点滅している場合は一旦＜ESC＞キーを押下してか

らキーボード、マウスを操作してサーバのスリープモードを解除してください。 ステータスLEDが点

滅していない場合は、そのままキーボード、マウスを操作してサーバのスリープモードを解除してくだ

さい。 

［?］ AutoScanモードにならない 

□ ホットキーモードになっていませんか？  

→ ＜Enter＞キーまたは＜ESC＞キーを押下してホットキーモードを抜けてからAutoScanスイッチを押

下するか、そのままの状態（ホットキーモード）で＜０＞キーを押下しするとAutoScanモードになり

ます。 

□ キー入力は正しいですか？  

→ AutoScanスイッチを押下するか、＜Shift＞＋＜Alt＞＋＜Ctrl＞または＜Ctrl＞×２回連続押しまたは＜

ScrollLock＞×２回連続押しでホットキーモードに移行して＜０＞キーを押下してください。 

［?］ AutoScanモードの切り替え周期がおかしい 

□ AutoScanモードの切り替え周期の設定は適切ですか？  

→ ＜↑＞キーまたは＜↓＞キーを押下してAutoScanモードの切り替え周期を調整してください。 

［?］ カスケード接続を認識しない 

□ 本製品は正しく動作していますか？ 

→ 本製品のResetスイッチを押下してください。 Resetスイッチは必ずマスタ→スレーブの順序で押して

ください。 それでも改善しない場合は、本製品の故障が考えられます。保守サービス会社に連絡して

交換を依頼してください。 

→ ケーブルやコネクタが破損していたり、汚れたりしていないことを確認してください。 ケーブルやコ

ネクタが破損している場合は保守サービス会社に交換を依頼してください。 

［?］ 今まで動いていたのに突然動かなくなった 

□ 本製品は正しく動作していますか？ 

→ 本製品のResetスイッチを押下してください。 それでも改善しない場合は、本製品の故障が考えられま

す。保守サービス会社に連絡して交換を依頼してください。 
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5.3  キーボード、マウス 

［?］ キーボード、マウスの動作がおかしい／動作しない 

□ キーボード、マウスはコネクタに正しく接続されていますか？ 

→ 正しく接続されているかどうか確認してください 

→ サーバの電源をONした後にキーボード、マウスを接続すると正しく機能しません。 いったんサーバの

電源をOFFにしてから正しく接続しなおしてください。 

□ キーボード、マウスはサーバに認識されていますか？ 

→ 本製品のResetスイッチを押してください。 それでも認識しない場合はサーバを再起動してください。 

（再起動中にはキーボード、マウスには触れないでください） 

□ ホットキーモードは解除されていますか？（本製品のステータスランプでご確認ください） 

→ ホットキーモードではサーバへのキー入力やマウス操作ができません。 ＜Enter＞キーか＜ESC＞キー

を押下してホットキーモードを解除してください。 

□ サーバのキーボード、マウスに関する設定は正しいですか？ 

→ サーバの設定を確認してください。 詳細はサーバに添付されているユーザーズガイドを参照してくだ

さい。 

□ インタフェースケーブルは正しく接続されていますか？ 

→ 本製品のケーブル接続を確認してください。 

→ ケーブルやコネクタが破損していたり、汚れたりしていないことを確認してください。 ケーブルやコ

ネクタが破損している場合は保守サービス会社に交換を依頼してください。 

□ Expressサーバ用のキーボード、マウスを使用していますか？ 

→ 指定以外のキーボード、マウスでは正しく動作しません。 Expressサーバ用のキーボード、マウスを使

用してください。 

□ 本製品のコンソールポートにUSBキーボード、マウスとPS/2キーボード、マウスを接続していませんか？ 

→ 本製品のコンソールポートにUSBキーボード、マウスとPS/2キーボード、マウスを同時に接続すること

はできません。 USB I/FまたはPS/2 I/Fのどちらか片方のI/Fのキーボード、マウスをご使用ください。 

□ ＯＳ起動中にキーボード・マウスの操作をしていませんか？  

→ ＯＳ起動中にキーボード・マウスの操作を行うと、キーボード・マウスがOSに認識されない場合があ

ります。 ＯＳ起動後にキーボード・マウスの操作ができない場合は、OSを再起動してください。 再

起動中にはキーボード・マウスの操作を行わないでください。 

→ ＯＳ起動中にキーボード操作をすると、フロントパネル上のSelectionスイッチも無効になってしまいま

す。 万が一ＯＳ起動中にキーボード操作をしてしまった場合には、本製品のResetスイッチを押下して

から再度Selectionスイッチを操作してください。 

［?］ マウスのスクロール機能およびボタン等が動作しない。 

□ Expressサーバ用のマウスを使用していますか？ 

→ 指定以外のマウスは正しく動作しません。 Expressサーバ用のマウスを使用してください。 

［?］ キーボードから意図したキーが入力できない 

□ ＜Ctrl＞、＜Alt＞、＜Shift＞キーのいずれかを押したままでSelectionスイッチを押していませんか？ 

→ ＜Ctrl＞、＜Alt＞、＜Shift＞キーのいずれかを押してからキー入力してください。 
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5.4  サーバ操作 

［?］ サーバが立ち上がらない 

□ サーバを起動中にAutoScanスイッチを押していませんか？ 

→ AutoScanモードをキャンセル（AutoScanスイッチを押下または＜Enter＞キーまたは＜ESC＞キーを押

下）してから、Selectionスイッチでサーバポートを選択し直してください。 

 

5.5  ディスプレイ表示 

［?］ 画質が劣化する（ゴーストや文字のにじみ等） 

□ インタフェースケーブルは正しく接続されていますか？ 

→ 本製品のケーブル接続を確認してください。 

→ ケーブルやコネクタが破損していたり、汚れたりしていないことを確認してください。 ケーブルやコ

ネクタが破損している場合は保守サービス会社に交換を依頼してください。 

□ 解像度の設定が間違っていませんか？ 

→ サーバまたはディスプレイの解像度設定を確認してください。 詳細はサーバまたはディスプレイの

ユーザーズガイドを参照してください。 

□ MONITOR TYPEの情報は正しく設定しましたか？ 

→ MONITOR TYPEの情報が正しく設定されていない場合にはサーバの解像度がディスプレイで表示でき

ない設定で表示されてしまう場合があります。 もう一度MONITOR TYPEの設定を行ってください。 

□ ディスプレイの同期はとれていますか？ 

→ ディスプレイの同期の設定を確認してください。 詳細はディスプレイのユーザーズガイドを参照して

ください。 

□ Expressサーバ対応のディスプレイを使用していますか？ 

→ 指定以外のディスプレイでは正しく表示されません。 Expressサーバ対応のディスプレイを使用してく

ださい。 

［?］ サーバポートを切り替えた際に、画面のちらつき・ノイズ・ずれ・表示できない等が発生する 

□ インタフェースケーブルは正しく接続されていますか？ 

→ 本製品のケーブル接続を確認してください。 

→ ケーブルやコネクタが破損していたり、汚れたりしていないことを確認してください。 ケーブルやコ

ネクタが破損している場合は保守サービス会社に交換を依頼してください。 

□ 解像度の設定が間違っていませんか？ 

→ サーバまたはディスプレイの解像度設定を確認してください。 詳細はサーバまたはディスプレイの

ユーザーズガイドを参照してください。 

□ MONITOR TYPEの情報は正しく設定しましたか？ 

→ MONITOR TYPEの情報が正しく設定されていない場合にはサーバの解像度がディスプレイで表示でき

ない設定で表示されてしまう場合があります。 もう一度MONITOR TYPEの設定を行ってください。 

□ ディスプレイの同期はとれていますか？ 

→ ディスプレイの同期の設定を確認してください。 詳細はディスプレイのユーザーズガイドを参照して

ください。 
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□ Expressサーバ対応のディスプレイを使用していますか？ 

→ 指定以外のディスプレイでは正しく表示されません。 Expressサーバ対応のディスプレイを使用してく

ださい。 

□ サーバを複数台接続していて、サーバポートを切り替えていますか？ 

→ サーバポートを切り替えると信号が同期しきれない場合があり、調整作業が必要となることがあります。

これは本製品の内部回路の特性により発生してしまう場合がありますが、本製品やサーバやディスプレ

イの不具合ではありません。 

 モニタに添付されているユーザーズガイドを参照して、ディスプレイの調整機能で調整して頂くか、ま

たはサーバにてディスプレイの設定を変更して調整してください。 

[?] 画面上に縦縞や水平方向のノイズが現れる 

□ MONITOR TYPEの情報は正しく設定しましたか？ 

→ MONITOR TYPEの情報が正しく設定されていない場合にはサーバの解像度がディスプレイで表示でき

ない設定で表示されてしまう場合があります。 もう一度MONITOR TYPEの設定を行ってください。 

□ ディスプレイの調整を行いましたか？ 

→ ディスプレイのユーザーズガイドに従いディスプレイの調整を行ってください。 

[?] 画面上に“OUT of Timing”と表示される 

□ MONITOR TYPEの情報は正しく設定しましたか？ 

→ MONITOR TYPEの情報が正しく設定されていない場合にはサーバの解像度がディスプレイで表示でき

ない設定で表示されてしまう場合があります。 もう一度MONITOR TYPEの設定を行ってください。 

□ OSのディスプレイのプロパティ設定は正しく設定されていますか？ 

→ OSのディスプレイの設定で、ディスプレイが表示可能な解像度、リフレッシュレートに設定を変更し

てください。 
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NEC Express5800 シリーズ 
サーバスイッチユニット 

付 録 

1. 仕 様（110 ページ） 

本製品の仕様を説明しています。 

 

 

 

 

5 
 

5 
 



 

 

Express5800 サーバスイッチユニット ユーザーズガイド 110 

1. 仕 様 

1.1  N8191-14 

製品名称 サーバスイッチユニット（8Server） 

サーバ接続台数 単体 ８台 

カスケード接続時 ６４台 ＊1 

選択方式 Server Selectionスイッチ ／ キーボード（ホットキーモード） 

表示 ｘ８ 
（三色表示、緑：Online、青：選択中、橙：カスケード（マスタ）） 

コンソールポート PS/2 Keyboard PS/2,Mini DIN 6P メスｘ１（紫色） 

PS/2 Mouse PS/2,Mini DIN 6P メスｘ１（緑色） 

USB USB（Low、Fullスピード）メスｘ２  ＊２ 

ディスプレイ Mini D-Sub 15P メス ｘ１（青色） 

サーバポート ディスプレイ/KB/MS Mini D-Sub 15P メス ｘ８（黒色） 

Auto Scan 操作 AutoScanスイッチ／キーボード（ホットキーモード） 

周期 ３／５／１０（初期値）／２０／４０／６０秒 

ディスプレイ 解像度 １９２０ｘ１２００（最大） 

リフレッシュレート ６０Ｈｚ（最大解像度時） 

プラグ＆プレイ機能 VESA DDC2B準拠 

電 源 ＡＣ１００～２４０Ｖ  ＊３、 ５０／６０Ｈｚ 

消費電流 ０．２５Ａ／ＡＣ１００Ｖ、 ０．１３Ａ／ＡＣ２４０Ｖ 

KB／MS供給可能電流 PS/2 １５０ｍＡ（Ｍａｘ） 

USB ３００ｍＡ（Ｍａｘ） 

動作温度／湿度 １０～４０℃／２０～８０％ＲＨ 

標高 ０～２，０００ｍ 

外形寸法、質量 ４３７ｘ２１４ｘ４１ｍｍ、２．５ｋｇ 

*1 本製品を９台使用してカスケード接続した場合。 

*2 接続できるデバイスは、USBキーボード、USBマウスのみ。 

*3 AC100Vのコンセントは、標準添付の電源コードを使って接続してください。 

 AC200Vのコンセントは、以下のオプションのACケーブルを使って接続してください。 

・ K410-108(05) ACケーブル（200V電源用ケーブル, L6-15P, 5m） 

・ K410-162(03) ACケーブル（200V電源用ケーブル, L6-20P, 3m） 

・ K410-309(02) ACケーブル（200V電源用ケーブル, IEC320 C14, 2m） 
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1.2  N8191-15/-15A 

製品名称 サーバスイッチユニット（4Server） 

サーバ接続台数 単体 ４台 

カスケード接続時 １６台 ＊1 

選択方式 Server Selectionスイッチ ／ キーボード（ホットキーモード） 

表示 ｘ４ 
（三色表示、緑：Online、青：選択中、橙：カスケード（マスタ）） 

コンソールポート PS/2 Keyboard PS/2,Mini DIN 6P メスｘ１（紫色） 

PS/2 Mouse PS/2,Mini DIN 6P メスｘ１（緑色） 

USB USB（Low、Fullスピード）メスｘ２  ＊２ 

ディスプレイ Mini D-Sub 15P メス ｘ１（青色） 

サーバポート ディスプレイ/KB/MS Mini D-Sub 15P メス ｘ４（黒色） 

Auto Scan 操作 AutoScanスイッチ／キーボード（ホットキーモード） 

周期 ３／５／１０（初期値）／２０／４０／６０秒 

ディスプレイ 解像度 １９２０ｘ１２００（最大） 

リフレッシュレート ６０Ｈｚ（最大解像度時） 

プラグ＆プレイ機能 VESA DDC2B準拠 

電 源  ＤＣ５Ｖ 

消費電流 １．６Ａ 

ＡＣアダプタ 入力 ＡＣ１００Ｖ ＊３、 ５０／６０Ｈｚ 

定格 ０．３６Ａ(N8191-15) 
０．４Ａ(N8191-15A) 

出力 ＤＣ５Ｖ／３Ａ(N8191-15) 
ＤＣ５Ｖ／２．４Ａ(N8191-15A) 

KB／MS供給可能電流 PS/2 １５０ｍＡ（Ｍａｘ） 

USB ３００ｍＡ（Ｍａｘ） 

動作温度／湿度 １０～４０℃／２０～８０％ＲＨ 

標高 ０～２，０００ｍ 

外形寸法、質量 １９５ｘ１１４ｘ４０ｍｍ、０．８ｋｇ 

 

*1 本製品を５台使用してカスケード接続した場合。 

*2 接続できるデバイスは、USBキーボード、USBマウスのみ。 

*3 本製品はAC200Vのコンセントには接続できません。 
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＜本製品の利用目的について＞ 

本製品は、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。 

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願い致します。 

１． 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置して下さい。 

２． 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等にかかわる不正なアクセスが行われるおそれがある場

合には、事前に当社相談窓口までご連絡ください。 

３． 不正使用が発覚した場合には、速やかに当社相談窓口までご連絡ください。 

 

電波障害自主規制について 

 

 

高調波適合品 

 

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第 3-2 部：限度値－高調波電流発生限度値（1 相当たりの入

力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。 

 

電源の瞬時電圧低下対策について 

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置（UPS）等を使用されることをお勧めします。 

 

日本国外での使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。 したがって、

この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、

弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。 

 


