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商標について

MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

オペレーティングシステムの表記について

Windows Server 2003はMicrosoft® Windows® Server 2003, Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows®
Server 2003, Enterprise Edition operating systemの略です。Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Server operating
systemおよびMicrosoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system、Microsoft® Windows® 2000 Professional
operating systemの略称です。Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft
Windows XP Professional operating systemの略です。Windows XP EmbeddedはMicrosoft® Windows® XP Embeddedの略称で
す。Windows NTはMicrosoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0およびMicrosoft® Windows
NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition
operating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。Windows 95はMicrosoft®
Windows®95 operating systemの略称です。Windows CE 5.0はMicrosoft® Windows® CE Version5.0の略称です。Windows CE
6.0はMicrosoft® Windows® CE Version6.0の略称です。
Windows Embedded StandardはMicrosoft® Windows® Embedded Standard の略称です。

ご注意

（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止されています。
（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。
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本ガイドは、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。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

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
はユーザーズガイドの2ページに記載の「各部の名称と機能」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、本ガイドの指示に従って操作してください。
このガイドには本製品のどこが危険か、どのような危険に遭うか、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。
本ガイドでは、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。

警告 

注意 

（感電注意）

（分解禁止）

（プラグを抜け）

（例）

（例）

（例）

（本ガイドでの表示例）

注意 
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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本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

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。

注意の喚起

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。

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。

ぬ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。

火気に近づけないでください。
発火するおそれがあります。

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。

感電のおそれのあることを示しま
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。

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。
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注意 

日本国外で使用しない

本装置は、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。この装置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。

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iiiページの『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

警告 

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  

通気孔やUSBコネクタ等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。
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注意 

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。指定以外で使うと火
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。

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。

電源・電源コードに関する注意事項

警告 

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。

ⓦ 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等で
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。）

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ものです。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。

電源ケーブル部分を持って引き抜かない

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・移動・保管・接続に関する注意事項

注意 

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）の存在する環境に設置し、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。装置内部のプリント板が腐食し、故障およ
び発煙・発火の原因となるおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いが
ある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。
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電池に関する注意事項

警告 

電池は火の中に入れない

火の中に入れたり、加熱したりすると爆発したり、破裂したりするおそれがあり
ます。

電池を分解、改造しない

分解、改造すると破裂したり、液もれするおそれがあります。弊社指定以外の電
池は、品質、性能、安全性について保証の対象外となります。

注意 

電池はお子さま、特に乳幼児の手の届かない場所に保管する

電池内部には、有害物質を含んでいるため、誤って飲み込んだり、なめたりする
と危険です。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
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運用中の注意事項

注意 

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本装置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内
部に入って火災や感電の原因となります。

通気開口部をふさがない

内部に熱がこもり、発煙、発火の原因となるおそれがあります。

ヘッドフォンを耳に当てたまま接続しない

ヘッドフォンを耳に当てたままヘッドフォン端子に接続しないでください。耳を
痛めるおそれがあります。また、接続前にボリュームが大きくなっていないこと
を確認してください。

通気開口部に注意する

通気開口部とその周辺は、室温よりも高い温度となっております。長時間触れて
いると、低温やけどのおそれがありますので、肌の弱い方などは特にご注意くだ
さい。
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無線機能使用に関する注意事項

警告 

埋め込み型心臓ペースメーカー装着部から30cm以上離して使用する

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本製品を心臓ペースメー
カー装着部から30cm以上離して使用してください。電波により影響を受けるお
それがあります。

医療機関など本製品の使用を禁止した区域では本製品の電源または無線機能を
OFFにする

医療機関などで本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源をOFFにする
か、無線LANなどの無線機能をOFFにしてください。また、医療機関などで本製
品の使用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製品
の電源をOFFにするか、無線LANなどの無線機能をOFFにしてください。医療
機器に影響を与え、事故の原因になることがあります。詳しい内容については、
各医療機関にお問い合わせください。

他の機器に電波障害を引き起こした場合は本製品の無線機能をOFFにする

本製品の無線機能を使用中に、他の機器に電波障害を引き起こした場合は、速や
かに無線機能をOFFにするか、本製品の使用を中止してください。機器に影響を
与え、誤動作による事故の原因になるおそれがあります。
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お手入れに関する注意事項

警告 

自分で分解・修理・改造はしない

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

お手入れや装置に接続されているケーブルの取り付け/取り外しは、本製品の電
源をOFFにして、電源プラグ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本製品内の部品に触ると感電する
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。



xii

取り扱い上のご注意

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。

ⓦ 初回電源投入時は、ネットワークケーブルを接続しないでください。 
ネットワークケーブルを接続した状態で初回起動時に、セットアップウィザードを使用
してUS110cの基本設定を行うと、コントロールパネルからの設定変更後に画面の表示
がくずれる場合があります。画面がくずれる現象が発生した場合は、本ガイド[キーボー
ドの「G」キーによるリセット機能を使用する]の項を参照し、US110cを工場出荷時状態
に戻し、ネットワークケーブルを接続しない状態で本ガイド[セットアップウィザードの
使用]の項を参照し、US110cの基本設定を行ってください。

ⓦ 本製品の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10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10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。

ⓦ 定期的に本製品を清掃してください。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。

ⓦ 落雷等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
置等を使用することをお勧めします。

ⓦ 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。
装置を保管する場合は、保管環境条件（温度：-20℃～60℃、湿度：20%～80%）を守っ
て保管してください（ただし、結露しないこと）。

ⓦ 本製品のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源を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。

ⓦ 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。
－ 破損したケーブルを使用しない。

ⓦ 本装置、内蔵型のオプション機器などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結
露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデー
タや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

ⓦ オプションは本体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。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかり
か、本体が故障することがあります。

ⓦ オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハー
ドディスクドライブには本装置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。
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動作保障されない機能について

以下に記載の機能につきましては現時点では動作を保証しておりません。これらは将来の機
能強化時の参考とするために記載しています。あらかじめご了承ください。

� パワーマネージメント（AC-LinkのLast stateオプション）

� セーフモードでの起動 

� Line Printer Daemon（LPD） 

� LPR 

� ダイヤルアップクライアント接続 

� Ericom PowerTerm Terminal Emulation接続 

� Ericom - WebConnect Client接続 

� PPPoE接続 

� ELO Touch 

� ELO Touch USB 

� モデム 

� ポート 

� ローカルプリンタ・ネットワークプリンタ

� キーボードのタイプとロケール

� 画面の背景

ヒント 

保守サービスについて

本装置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。
本装置を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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健康を損なわないためのアドバイス

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装
置の画面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。まぶしい光が画面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。

画面の明るさ・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、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、
状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明る
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

オプションのキーボードには、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
スプレイの画面は、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。
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はじめに
Microsoft® Windows® CE 6.0を実行するUS110cを使用することにより、Citrix™ ICAお
よびMicrosoft™ RDPセッションサービスを提供するマシンで利用可能なアプリケーショ
ン、ファイル、およびネットワークリソースを利用することができます。
US110cの特徴を以下に示します。

ⓦ フル機能を搭載したInternet Explorerブラウザ（for Windows CE)がインストールされ
ています。

ⓦ ローカルでインストールする各種ソフトウェアによってUS110cのリモート管理を実現
し、ローカル保守機能を提供します。

ⓦ 32-bit Windows互換のセキュアなWindowsユーザーインタフェースを必要とする環境
向けの様々な周辺機器および機能をサポートするアドオンを追加できます。

企業ネットワークで可能なセッションサービスやネットワークサービスの利用は、US110c
から企業の仮想プライベートネットワーク（VPN）サーバーに接続して行います。接続方法と
して以下の方法があります。

ⓦ 直接、企業イントラネットに接続する。

ⓦ ダイヤル アップサーバーを経由して接続する（企業イントラネット/インターネットに接
続）。

ⓦ インターネットを経由して接続する（インターネットサービスプロバイダ（ISP）よりイン
ターネットにアクセス）。
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本書について
本書は、Microsoft Windows CE 6.0を実行するUS110ｃの管理者を対象としています。
管理者がUS110ｃ環境を設計・管理するために役立つ情報や詳細なシステム設定を紹介して
います。

重要 

ご使用のハードウェアまたはソフトウェア構成によっては、表示される画面の内容が本書の
例とは異なる場合があります。

本書は、Microsoft社が提供するMicrosoft Windows CE 6.0の標準マニュアルを補完する
ものです。US110ｃを使用することにより生じる差異、強化点、追加機能などを説明してい
ます。

重要 

本書はMicrosoft Windows CE 6.0の標準機能の説明を意図したものではありません。

Windows CE 6.0のヘルプには、マイクロソフトサポートオンラインからアクセスできます
（http://support.microsoft.com/default.aspx）。

本書の構成について

本書は以下の章で構成されています。

第1章「システムBIOSのセットアップ」では、BIOSの設定に関して記載しています。

第2章「サーバー環境の設定」では、Microsoft Windows CE 6.0を実行するUS110cで、ネッ
トワークサービスやセッションサービスを利用するために必要なネットワークアーキテク
チャおよび企業サーバー環境に関する情報を記載しています。また、サーバー環境へのアク
セスする際の設定や、サーバー環境が提供するサービスを設定する際に、重要な情報を記載
しています。

第3章「デスクトップとConnection Managerについて」では、電源投入時の処理と管理者デ
スクトップの使用、Connection Managerについて説明しています。

第4章「接続の確立と管理」では、各種接続の確立と設定について説明しています。

第5章「ユーザーアカウントの作成と管理」では、セキュリティの設定とユーザーアカウント
の管理について説明しています。

第6章「コントロールパネルの使用」では、管理者用のコントロールパネルの使用方法、初期
設定、ネットワークの設定などについて説明しています。

第7章「システム管理」では、日常業務の遂行に役立つ、US110c環境をローカルおよびリ
モートで保守するのに必要なシステムの管理情報を記載しています。
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必要な情報を見つけるには

PDF文書を開いた状態で、[検索]ウィンドウまたは[Find]ツールバー のいずれかを使用し
て、単語、語句、または単語の一部を検索できます。これらの機能の使用については、ご使
用のPDFリーダーのヘルプを参照してください。
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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。添付のスタートアップガイドを参照し
て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
のがある場合は、販売店に連絡してください。
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第三者への譲渡について
本製品を第三者に譲渡（または売却）するときは、本書および添付の部品や説明書、ライセンス許諾書など
のドキュメントも一緒にお渡しください。譲渡や売却の際には、必ず渡してください。



xx

消耗品・装置の廃棄について
本製品および電池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、本製品に添付の電源コードについても他の装置への転用を防ぐため、本体と一
緒に廃棄してください。
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本製品の輸送について
本製品およびオプションなどには、リチウム金属電池あるいはリチウムイオン電池を使用しています。
リチウム電池の輸送に関しては、航空・海上輸送規制が適用されますので、本製品およびオプションの航
空機、船舶等での輸送については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社へお問い合わせくださ
い。
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各種権利、US110cが準拠する規制について
エンドユーザーライセンス契約
(Wyse Technology End User License Agreement
("License"))

US110cのエンドユーザーライセンス契約のコピーは製品に添付され、 参照目的でのみ提供
されます。本製品を使用することによって、 ライセンス契約の条件に同意したものとみな
します。

限定権利の説明

ユーザーは、本ソフトウェアが米国製であることを確認するものとします。また、ユーザー
は、米国輸出管理規則をはじめとする本ソフトウェアに適用されるすべての適用可能な国際
法および国内法ならびに米国およびその他の政府によって発行されるエンドユーザー、最終
使用、および輸出先国に関する制限事項を遵守するものとします。本ソフトウェアの輸出に
ついては、http://www.microsoft.com/exporting を参照してください。

FCC声明

本装置は、テストの結果FCC規則のパート15に従い、クラスAまたはクラスBのデジタルデ
バイスの制限を遵守していることが確認されています。これらの制限は、住宅に設置するに
あたり有害な妨害に対する適切な保護を提供することを目的としています。本装置は無線周
波エネルギーを発生、使用、放射しており、指示に従わずに設置または使用された場合、無
線通信への有害な妨害の原因となる場合があります。ただし、特定の場所に設置することに
よって妨害が発生しないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信の有害な
妨害の原因となる場合は（装置電源をオン・オフすることでご確認いただけます）、以下の対
策を1つ以上行って妨害を正すことをお勧めします。

ⓦ 受信アンテナの向きまたは場所を変更する。

ⓦ 装置と受信機の距離をさらに空ける。

ⓦ 受信機が接続されているコンセントとは別のコンセントに装置を接続する。

ⓦ 取扱店または経験豊富なラジオ技術者またはテレビ技術者に相談する。
本デバイスに適用される関連RF放射制限を確実に遵守するために、本装置にはシールド相
互接続ケーブルおよびシールドAC電源ケーブルを使用してください。システムのメーカー
によって明示的に許可されていない変更または改造を行うと、装置を操作する権限が無効に
なる場合があります。

US110cが準拠する規制

基本的なEMCおよび安全要件

US110cは、以下に示されている地域の規制要件に準拠しています。
米国 ー FCC Part 15 (class B), cUL 60950
カナダ ー IC ICES-003, CAN/CSA-C22 No. 60950
ヨーロッパ ー EN 55022 (class B); EN 55024
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カナダのDOC通知

クラスA ー 本デジタル装置が、カナダ通信省（Department of Communications）の無線妨
害規則（Radio Interference Regulations）に定められているデジタル装置からの電波雑音放
射について、クラスAの制限を超過することはありません。
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites
applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le Réglement sur le
brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.
クラスB ー 本デジタル装置が、カナダ通信省の無線妨害規則に定められているデジタル装
置からの電波雑音放射について、クラスBの制限を超過することはありません。
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites
applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Réglement sur le
brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

ワイヤレスの使用および要件

ワイヤレスオプションを備えたモデルには、無線送信タイプのデバイス（RFモジュール）が
含まれています。US110cは、2.4 GHz帯域で動作します(802.11b/g/n WLAN)。
一般的な目安として、US110cの近くでワイヤレスデバイスを使用する場合、ワイヤレスデ
バイスとUS110cの距離は20 cm（8 inches）程度が一般的です（先端部含まず）。ワイヤレス
デバイスが起動し送信中の場合は、本デバイスをから20 cm（8 inches）以上離して使用し
てください。
状況によっては、ワイヤレスデバイスに関する制限事項が求められる場合があります。一般
的な制限事項の例としては、以下のようなものがあります。

ⓦ ワイヤレスデバイスを使用した場合の処罰が不明な環境では、ワイヤレスデバイスを使
用または電源を入れる前に適切な機関に許可を求めてください。

ⓦ ワイヤレスデバイスの使用に関する制限は、国によって異なります。お使いのシステム
にはワイヤレスデバイスが装備されていますので、本システムを携帯して国境を越える
移動を行う場合は、移動または旅行の前に、行先となる国におけるワイヤレスデバイス
の使用に関する制限事項を現地の無線承認機関にご確認ください。

ⓦ ワイヤレスデバイスをユーザーが修理することはできません。ワイヤレスデバイスはい
かなる方法でも改造しないでください。ワイヤレスデバイスを改造すると、使用許可は
無効になります。修理が必要な場合は、メーカーにお問い合わせください。

デバイス電源

発送用のダンボールに含まれている、外部電源モデルDA-30E12を使用してください。
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11 システムBIOSのセットアップ
システムBIOSのセットアップ（→2ページ）
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システムBIOSのセットアップ

Basic Input Output System(BIOS)の設定方法について説明します。

本製品を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく理解して、正
しく設定してください。

概要

SETUPはハードウェアに基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティ
リティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティ
リティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとん
どの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合な
ど必要に応じて使用してください。

重要 

ⓦ SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってください。

ⓦ SETUPでは、パスワードを設定することができます。

ⓦ 初期パスワードは “Fireport” (大文字・小文字区別)です。

ⓦ SETUPは、最新のバージョンがインストールされています。このため設定画面が本書
で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラインヘルプ
を参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。

ⓦ SETUPはExitメニューまたは<Esc>、<F10>キーで必ず終了してください。
SETUPを起動した状態でパワーオフ、リセットを行った場合にはSETUPの設定が正
しく更新されないことがあります。
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起動

本製品の電源をONにしてBIOS診断画面が短い時間表示されます。この表示中に<Del>キー
を押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

SETUPメニューを初めて起動するとき、もしくは、以前にSETUPを起動してパスワードの
変更をしている場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力して
ください。
初めて起動するときのパスワードは “Fireport” (大文字・小文字区別)です

パスワードの入力は、３回まで行えます。３回とも誤ったパスワードを入力すると、本製品
は動作を停止します（これより先の操作を行うことができません）。電源をOFFにしてくださ
い。パスワードを３回間違えてもBIOSはロックされません。再度電源をONにしてSETUPの
起動からやり直してください。

重要 

BIOS診断画面がエラーでストップした場合は、＜Del＞キーを押して一度SETUPメ
ニューを起動してください。
BIOS診断画面がエラーでストップした場合は、＜F1＞キーを押さないでください、BIOS
SETUPメニューの設定が初期値に戻ります。

Enter Password
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キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも
表示されています)。

Main Advanced Power Management Security Boot Device

BIOS Version:

BIOS Date (mm/dd/yy):

System Time:

System Date:

IDE Channel 0 Master

System Memory

Extended Memory

Item Specific Help

Exit

F1   Help ↑↓  Select Item - /+   Change Values F9   Setup Defaults

F10  Save and ExitSub-MenuEnter  Select←　  Select MenuEsc  Exit

<Tab>, <Shift-Tab>, or

<Enter> selects field.

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility

1.0A-0407

07/28/09

[02:03:37]

[02/15/2010]

[2GB ATA Flash Disk-(PM)]

633 KB

1832960 KB

現在表示しているメニューを示す

設定項目

サブメニューが
あることを示す

キーの機能説明

カーソルキー(←、→) Main,Advanced,Power Management, Security, Boot
Device, Exitなどのメニューを選択します。

カーソルキー(↑、↓) 画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が
反転している項目が現在選択されています。

<+>キー/<->キー 選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブ
メニューを選択している場合、このキーは無効です。

<+>キー 選択している項目の現在の設定値をひとつ次の設定値に
変更します(増加)。

<->キー 選択している項目の現在の設定値をひとつ前の設定値に
変更します(減少)。

<F1>キー SETUP画面内のキー操作のヘルプを表示します。

<F9>キー すべての設定値にデフォルト値を書き込みます

<F10>キー 設定したパラメータを保存してSETUPを終了します。

<Esc>キー 一つ前の画面に戻ります。押し続けると「Exit」メニュー
に進みます。

<Enter> サブメニューの選択をします。
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パラメータと説明

Setupには大きく6種類のメニューがあります。

ⓦ Mainメニュー

ⓦ Advancedメニュー

ⓦ Power Managementメニュー

ⓦ Securityメニュー

ⓦ Boot Deviceメニュー

ⓦ Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能表示ができ
ます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説
明します。

Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。
項目の前に「 ▼

 

」が付いているメニューは、選択して「Enter」を押すと、サブメニューが表示
されます。

Main Advanced Power Management Security Boot Device

BIOS Version:

BIOS Date (mm/dd/yy):

System Time:

System Date:

IDE Channel 0 Master

System Memory

Extended Memory

Item Specific Help

Exit

F1   Help ↑↓  Select Item - /+   Change Values F9   Setup Defaults

F10  Save and ExitSub-MenuEnter  Select←　  Select MenuEsc  Exit

<Tab>, <Shift-Tab>, or

<Enter> selects field.

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility

1.0A-0407

07/28/09

[02:03:37]

[02/15/2010]

[2GB ATA Flash Disk-(PM)]

633 KB

1832960 KB

項　目 パラメータ 説　明

System Time HH:MM:SS 時刻の設定をします。

System Date MM/DD/YYYY 日付の設定をします。

IDE Channel 0 Master － IDEの情報を確認します。

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。
項目については次の表を参照してください。
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重要 

BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されていることを必ず確認してくださ
い。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整を行ってください。
ⓦ 装置の輸送後
ⓦ 装置の保管後
システム時計は、毎月１回程度の割合で確認してください。
システム時刻を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求め
の販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

IDE Channel 0 Master

Mainメニューで「IDE Channel 0 Master」を選択すると、IDEの情報を確認できます。

Main

Item Specific Help

F1   Help ↑↓  Select Item - /+   Change Values F9   Setup Defaults

F10  Save and ExitSub-MenuEnter  Select←　  Select MenuEsc  Exit

User = you enter 

parameters of hard-disk 

drive instolled at this 

connection.

Auto = autotypes

hard-disk drive

installed here.

CD-ROM = a CD-ROM drive

is installed here.

ATAPI Removable =

removable disk drive 

is installed here.

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility

Type:

Cylinders:

Heads:

Sectors:

Maximum Capacity:

Total Sectors:

Maximum Capacity:

Multi-Sector Transfers:

LBA Mode Control:

32 Bit I/O:

Transfer Mode:

Ultra DMA Mode:

IDE Channnel 0 Master   [2GB ATA Flash Disk-(PM)]IDE Channnel 0 Master   [2GB ATA Flash Disk-(PM)]

[Auto]

CHS Format

[ 3969]

[ 16]

[63] 

2048MB

LBA Format

4000752

2048MB

[Disaled] 

[Enabled]

[Disaled] 

[EPIO 4 / DNA 2] 

[Mode 2] 

IDE Channel 0 Masterメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。
項目については次の表を参照してください。

項　目 パラメータ 説　明

Type [Auto]
User
Other
ATAPI
CD-ROM
IDE Removable
ATAPI Removable
None

設定変更しないでください。

32 Bit I/O Enable
[Disable]

設定変更しないでください。

パラメータ欄の[  ] はBIOSデフォルト値になります。
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パラメータ欄の[  ] はBIOSデフォルト値になります。

Main Advanced Power Management Security Boot Device

Port Management

Frame Buffer Size:

Popup Menu

Headless Boot

Item Specific Help

Exit

F1   Help ↑↓  Select Item - /+   Change Values F9   Setup Defaults

F10  Save and ExitSub-MenuEnter  Select←　  Select MenuEsc  Exit

Each Selection Items

Enable/Disable

On Chip Multi-function

Devices

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility

[256 MB]

[Enable]

[Disable]

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

Advancedメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。
項目については次の表を参照してください。

項　目 パラメータ 説　明

Port Management － 各ポートの設定を確認します。

Frame Buffer Size 64M
128M
[256M]
512M

設定変更しないでください。

Popup Menu [Enable]
Disable

設定変更しないでください。

Headless Boot Enable
[Disable]

設定変更しないでください。
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Port Management

Advancedメニューで「Port Management」を選択すると、各ポートの設定を確認できます。

Port Managementメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。
項目については次の表を参照してください。

Main

Item Specific Help

F1   Help ↑↓  Select Item - /+   Change Values F9   Setup Defaults

F10  Save and ExitSub-MenuEnter  Select←　  Select MenuEsc  Exit

Enable/Disable

Azalis Device

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility

HD Audio Controller

USB Ports

Port ManagementPort Management

Advanced

[Enabled]

項　目 パラメータ 説　明

HD Audio Controller [Enable]
Disable

Audioのサポートを有効/無効にします。

USB Ports － USBポートの設定を確認します。

パラメータ欄の[  ] はBIOSデフォルト値になります。
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USB Ports

Port Managementメニューで「USB Ports」を選択すると、USBポートの設定を確認でき
ます。

USB Portsメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。
項目については次の表を参照してください。

Main

Item Specific Help

F1   Help ↑↓  Select Item - /+   Change Values F9   Setup Defaults

F10  Save and ExitSub-MenuEnter  Select←　  Select MenuEsc  Exit

Enable/Disable

Function 0

USB Port 0-1

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility

USB Host Controller 0

USB Host Controller 1

USB Host COntroller 2

Port ManagementPort Management

Advanced

[Enabled]

[Enabled]

[Enabled]

Enabled

Disabled

項　目 パラメータ 説　明

USB Host Controller 0 [Enable]
Disable

USB Host Controller 0サポートを有効/無効に
します。
ただし、無効にした場合は、USB Host
Controller 1と2も無効になります。

USB Host Controller 1 [Enable]
Disable

USB Host Controller 1サポートを有効/無効に
します。

USB Host Controller 2 [Enable]
Disable

USB Host Controller 2サポートを有効/無効に
します。

パラメータ欄の[  ] はBIOSデフォルト値になります。
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Power Management

カーソルを「Power Management」の位置に移動させると、Power Managementメニューが
表示されます。

Power Managementメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。
項目については次の表を参照してください。

Main Advanced Power Management Security Boot Device

Power States

Wake Up Options

Item Specific Help

Exit

F1   Help ↑↓  Select Item - /+   Change Values F9   Setup Defaults

F10  Save and ExitSub-MenuEnter  Select←　  Select MenuEsc  Exit

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility

[off]

項　目 パラメータ 説　明

Power States Always On
Last State
[Off]

ACアダプタからのAC電源が失われ、再
度AC電源を入れた時、どの状態に復旧
するかを設定します。
「Off」に設定すると、ACアダプタのAC
電源投入時に本機のDC電源は入りませ
ん。
「Last State」に設定すると、ACアダプ
タのAC電源が失われた時の状態に戻し
ます。DC電源が入っている状態でACア
ダプタのAC電源が切れた場合は、DC電
源が入ります。DC電源が切れている状
態でACアダプタのAC電源が切れた場合
は、DC電源は入りません。
「Always ON」に設定すると、ACアダ
プタのAC電源投入時に本機のDC電源が
入ります。

Wake Up Options － デバイスからのWakeup設定を確認しま
す。

パラメータ欄の[  ] はBIOSデフォルト値になります。
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Wake Up Options

Power Managementメニューで「Wake Up Options」を選択すると、デバイスからの
Wakeup設定を確認できます。

Wake Up Optionsメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。
項目については次の表を参照してください。

Item Specific Help

F1   Help ↑↓  Select Item - /+   Change Values F9   Setup Defaults

F10  Save and ExitSub-MenuEnter  Select←　  Select MenuEsc  Exit

Power Management

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility

Wake on PS/2 Keyboard

Wake on PS/2 Mouse

Wake Up OptionsWake Up Options

[Disable]

[Disable]

Disable

Enable

項　目 パラメータ 説　明

Wake on PS/2 Keyboard Enable
[Disable]

設定変更しないでください。

Wake on PS/2 Mouse Enable
[Disable]

設定変更しないでください。

パラメータ欄の[  ] はBIOSデフォルト値になります。

重要 

装置がスリープ状態の時に、キーボードやマウスを操作するとWakeupします。
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Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。

Securityメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。
項目については次の表を参照してください。

Main Advanced Power Management Security Boot Device

Supervisor Password Is:

Set Supervisor Password

Item Specific Help

Exit

Enter   Accepts 

Esc     Clears

Supervisor Password 

controls access to the 

setup utility.

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility

Clear

[Enter]

 Enter New Password  [     ]

Confirm New Password  [     ]

Set SuperVisor Password

項　目 パラメータ 説　明

Supervisor Password IS Clear
[Set]

パスワードの設定状態を示します。

Set Supervisor Password 初期パスワードは“Fireport”です。
(大文字/小文字は区別します)

パラメータ欄の[  ] はBIOSデフォルト値になります。
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Boot Device

カーソルを「Boot Device」の位置に移動させると、Boot Deviceメニューが表示されます。

起動するデバイスを優先順に従ってリスト表示します。先頭デバイスからオペレーティング
システムを起動します。もしもオペレーティングシステムが存在しないなど起動に失敗した
場合は次のデバイスから起動します。

起動するデバイスを変更するには<↑><↓>キーを使用して変更したいデバイスにカーソル
を合わせます。
<+>キーを押すとリストの上側に移動し、<->キーを押すとリストの下側に移動します。

出荷時の設定は、以下の優先順位に設定されています。

1. ON Board LANデバイス

2. マスターハードディスク

3. USB HDD デバイス

4. USB FDCデバイス

5. USB CD-ROMデバイス

6. USB KEYデバイス

7. IDE CD-ROMデバイス

実際の画面には、以下のように表示されます。

重要 

IDE CD-ROM Driveは未サポートです。

Main Advanced Power Management Security Boot Device

1:  PXE LAN: VIA Networking Bootagent

2:  IDE 0: 2GB ATA Flach Disk-(PM)

3:  USB HDD:

4:  USB FDC:

5:  USB CDROM:

6:  USB KEY:

7:  IDE CD-ROM Drive:

Item Specific Help

Exit

F1   Help ↑↓  Select Item - /+   Change Values F9   Setup Defaults

F10  Save and ExitSub-MenuEnter  Select←　  Select MenuEsc  Exit

Keys used to view or

configure devices:

Up and Down arrows

select a device.

<+> and <-> moved 

the device up or down.

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility
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Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。

このメニューの各オプションについて説明します。

Main Advanced Power Management Security Boot Device

Exit Saving Change

Exit Discarding Changes

Load Setup Defaults

Discard Changes

Save Changes

Item Specific Help

Exit

F1   Help ↑↓  Select Item - /+   Change Values F9   Setup Defaults

F10  Save and ExitEnter  Excute Command←　  Select MenuEsc  Exit

Exit System Setup and

save your changes to

CMOS.

Phoenix MicroCore(tm) Setup Utility

設定項目 説　明

Exit Saving Change 変更した内容を保存し BIOS セットアップメニューを終了し
ます。
（<F10>キーを押す終了方法と同じとなります。）

Exit Discarding Changes 設定値を保存せずに（現在設定した値を破棄して）、 BIOS
セットアップメニューを終了します。

Load Setup Defaults すべての設定値にデフォルト値を書き込みます。
ここでの「デフォルト値」は、工場出荷時の値とは異なる場
合があります。

Discard Changes 変更前の値に戻します。
（BIOS セットアップメニューは継続されます。）

Save Change 変更した値を保存します。
（BIOS セットアップメニューは継続されます。）
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2サーバー環境の設定
この章では、Windows CEを実行するUS110cにネットワークサービスやセッションサービスを提供する
ために必要なネットワークアーキテクチャおよび企業サーバー環境について説明します。また、サーバー
環境へのアクセスやサーバー環境が提供するサービスを設定する際に考慮すべき重要事項に対処する際に
役立つ情報も紹介します。

企業サーバーへのアクセスの設定（→16ページ）

ネットワークサービスの設定方法について（→18ページ）

セッションサービスについて（→22ページ）

ICAセッションサービスの設定（→24ページ）

RDPセッションサービスの設定（→26ページ）

2
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企業サーバーへのアクセスの設定
US110cが使用できる企業サーバー環境への基本的なアクセス方法は、5種類あります。
イーサネット直接アクセス以外のアクセス方法では、すべてUS110c側で何らかのローカル
設定を行う必要があります。US110cはまだユーザープロファイルにアクセスしていないの
で、これらの設定を自動化することはできません。特定の権限がある場合、これらのローカ
ル設定は保持され、US110cを次回起動するときに使用できます。ローカル設定および定義
した接続は、US110c起動時に自動で有効にすることもできます。

アクセス方法には、以下のものがあります。

ⓦ イーサネット直接アクセス

US110cのイーサネットポートを使って企業イントラネットへ直接接続します。追加
ハードウェアは必要ありません。この設定では、企業のDHCPサーバーを含むすべての
ネットワークサービスを利用できます。ネットワーク上のDHCPサーバーは、US110cの
IPアドレスだけではなく、ユーザープロファイルとソフトウェアアップグレードを格納
するファイルサーバーの場所も提供できます。

ⓦ ワイヤレス直接アクセス

802.11b/g/n ワイヤレスアダプタを使って企業イントラネットにアクセスします。 

このアダプタは短距離広帯域無線を使用してワイヤレスアクセスポイントとの通信を行
います。一般的に、ワイヤレスアクセスポイントは、企業内で802.11b/g/n ワイヤレ
スアダプタの範囲内に複数あり、企業イントラネットに直接接続されます。

US110cの[ワイヤレス ネットワーク プロパティ]では、サービスセットID（SSID）、チャ
ネル、認証、および暗号化設定を入力する必要があります。企業アクセスポイントでも
対応する入力を行う必要があります。

ⓦ PPPoE

US110cは、リモートからインターネットに直接接続するデバイス向けにPPPoEをサ
ポートしています。PPPoEは、すべての高速回線でDHCPサポートまたは静的IPアドレ
スを提供する代わりに使用されます。PPPoEは、PPTP、FTP、PNAgentと使用できま
す。PPPoE 接続ウィザード（Connection Managerからアクセス可能）を使用すると、
WANへのPPPoE接続を設定して呼び出すことができます。いったん接続すると、すべて
のパケットがPPP接続を通りイーサネットを経由してDSLモデムに送信されます。

ⓦ ダイヤルアップモデム

USBダイヤルアップモデムまたはシリアルモデムに接続されたUSB／シリアルアダプタ
をUS110cと組み合わせて使用すると、ダイヤルアップサーバーにアクセスできます。

ダイヤルアップサーバーを使用して、以下の2つのうちいずれかの方法で企業イントラネッ
トにアクセスすることができます。

ⓦ 企業イントラネットに直接接続する企業ダイヤルアップサーバーを使用します。

ⓦ インターネットへの接続を提供するだけの、インターネットサービスプロバイダ
（ISP）のダイヤルアップサーバーを使用します。US110cは、このサーバーを使って
企業イントラネットに接続された企業のPPTP VPNサーバーにアクセスします。
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チェック 

ダイヤルアップサーバーは、Microsoft Remote Access Serverまたは業界標準プロトコ
ルに対応したサーバーである必要があります。

ⓦ PPTP VPN

 PPTP（Point-to-Point Tunneling Protocol）は、TCP/IPベースのデータネットワーク
上に仮想プライベートネットワーク(VPN)を構築することで、リモートクライアント（こ
こではUS110c)から企業サーバーへの安全なデータ転送を可能にするためのネットワー
クプロトコルです。PPTPは暗号化で保護されたユーザー名とパスワードを、企業サー
バーへ提供します。インターネットへ接続するには、インターネットサービスプロバイ
ダ（ISP）と契約する必要があり、企業のPPTP VPNサーバーにアクセスする前に、まず
ISPへの接続を確立する必要があります。この接続には、ダイヤルアップやケーブルモデ
ムおよびDSLモデムパスによる直接アクセスなどがあります。
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ネットワークサービスの設定方法について
US110cが使用するネットワークサービスには、DHCP、FTPファイルサービス、DNS、
LPDなどがあります。ネットワークサービスの設定方法は、ご使用の環境で利用可能なもの
とそれをどのように設計・管理するかによって異なります。

本セクションの以下の項目で、ネットワークサービスの設定に役立つ重要な情報を紹介しま
す。

ⓦ 「Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバーを使用する場合」

ⓦ 「FTPファイルサーバーを使用する場合」

ⓦ 「DNSの使用」

ⓦ 「PNAgentの設定と使用方法」

ⓦ 「WebインタフェースサーバーでのPNAgentの設定」

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバーを使用する場合

初期状態では、US110cはIPアドレスおよびネットワーク設定をDHCPサーバーから取得す
るように設定されています（新しいUS110cまたはデフォルト設定にリセットされたUS110c
の場合）。FTPサーバーのIPアドレスやDNS名、DHCPアップグレードで使用するアップグ
レードイメージのFTPルートパスの場所もDHCPサーバーから取得することができます。
DHCPサーバーを使用できない場合は、固定IPアドレスを割り当てることができます（ただ
し、この場合、US110cのステートレス機能は制限されます）。固定IPアドレスは、端末ごと
にローカルで設定します。

US110cに必要なDHCPオプションタグを作成および追加する場合は、表1のガイドライン
に従ってください。

チェック 

「DHCP オプション」ダイアログボックスを使用した必要なDHCPオプションの選択につい
ては、本ガイドのDHCPオプションの項を参照してください。
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表1  DHCPオプション

オプション 説明 備考

1 サブネットマスク 必須項目です。

3 ルーター 設定は任意ですが推奨されるオプションで
す。US110cが別のサブネット上のサー
バーと対話する必要がない限り、必要あり
ません。

6 ドメインネームサーバー（DNS） 設定は任意ですが推奨されるオプションで
す。

12 ホスト名 設定は任意です。

15 ドメイン名 設定は任意ですが推奨されるオプションで
す。

43 ベンダークラス固有の情報 設定は任意です。US110cは、「DHCPオプ
ション」ダイアログボックスの[ベンダクラス
情報をインタプリタする]チェックボックス
が選択されている場合のみ、この情報を解
釈します。

50 要求されるIP 必須項目です。

51 リース時間 必須項目です。

52 オプションのオーバーロード 設定は任意です。

53 DHCPメッセージタイプ 必須項目です。

54 DHCPサーバーのIPアドレス 推奨オプションです。

55 パラメータ要求リスト US110cによって送信されます。

57 最大DHCPメッセージサイズ 設定は任意です（常にUS110cによって送信
されます）。

58 T1（更新）時間 必須項目です。

59 T2（リバインド）時間 必須項目です。

61 クライアント識別子 常に送信されます。

155 リモートサーバーのIPアドレスまたは名前 設定は任意です。

156 接続に使用するログオンユーザー名 設定は任意です。

157 接続に使用するドメイン名 設定は任意です。

158 接続に使用するログオンパスワード 設定は任意です。

159 接続用コマンドライン 設定は任意です。

160 接続用作業ディレクトリ 設定は任意です。

161 FTPサーバーリスト 設定する値は任意の文字列です。US110c
のアップグレードモジュール/ファームウェ
アを格納しているFTPサーバーの名前また
はIPアドレスを設定します。名前を指定す
る場合は、オプション6で指定するDNSサー
バーが解決できる名前を指定してくださ
い。
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オプション 説明 備考

162 FTPファイルへのルートパス 設定する値は任意の文字列です。

163 SNMPトラップサーバーのIPアドレスリスト 設定は任意です。

164 SNMP設定コミュニティー 設定は任意です。

165 RDP起動公開アプリケーション 設定は任意です。

166 ターミナルエミュレーションモード 設定は任意です。

167 ターミナルエミュレーションID 設定は任意です。

168 仮想ポートのサーバー名 設定は任意です。

FTPファイルサーバーを使用する場合

US110cは、自動アップグレードまたは手動アップグレードを実行するように設定すること
ができます。アップグレードで使用するアップグレードイメージは、FTPサーバー上のFTP
ルートパス内のディレクトリに格納します。（このFTPファイルサーバーの名前とルートパ
スディレクトリはUS110cで使用できるようにする必要があります）。

チェック 

アップグレードソフトウェアパッケージは、NECのカスタマーサポートから入手できます。

必要なアップグレードオプションを選択するには、US110cの「アップグレード」ダイアログ
ボックスを使用します。

以下のガイドラインに従って、使用するサーバーを設定します。

ⓦ 手動アップグレード、自動アップグレード

US110cをアップグレードするには、Params.iniとアップグレードイメージがFTPサー
バー上に存在する必要があります。

ⓦ DHCPオプションを使用したアップグレード

DHCPサーバーがアップグレードファイルの場所を提供する場合は、必ず「DHCPオプ
ション」ダイアログボックスを使用して必要なDHCPオプション（表2-1）を設定してくだ
さい（デフォルトでは、161 - FTPサーバーリストおよび162 - FTPファイルへのルー
トパス）。

ⓦ 匿名ログオン機能

FTPサーバーには匿名ログオン機能が必要です。

ⓦ ユーザーIDとパスワード

 「アップグレード」ダイアログボックスのデフォルトのユーザーIDとパスワードはどちら
も匿名です。
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DNSの使用

US110cは、企業イントラネットで利用可能なDNSサーバー上で登録されている有効なDNS
名を受け付けます。ほとんどの場合、DNSは必須ではありませんが、DNSを使用すると、IP
アドレスではなく登録したDNS名でホストにアクセスできます。Windows 2000以降の
Windows DNSサーバーはすべてダイナミックDNS（DDNS）を装備しており、サーバーはす
べてDNSサーバーに動的に登録されます。DNSドメインのDHCPエントリおよびサーバー場
所情報については、「Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）の使用」を参照してく
ださい。
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セッションサービスについて
このセクションの情報を利用してICAおよびRDPセッションサービスを設定する前に、必ず
以下のガイドラインを理解し、これに従うようにしてください。

ⓦ 全体的なガイドライン

US110cセッションサービスは、Citrix ICAおよびMicrosoft RDPソフトウェア製品のホ
ストとして機能するサーバーによって提供されます。

ⓦ ICAのガイドライン

Independent Computing Architecture（ICA）は、アプリケーションのロジックをユー
ザーインタフェースから切り離す3層から成るサーバーベースのコンピューティング技術
です。ユーザーは、US110cにインストールされているICAクライアントソフトウェアに
よりアプリケーションのGUIと対話できます。一方、すべてのアプリケーションプロセス
はサーバー上で実行されます。ICAの設定については、「ICAセッションサービスの設定」
を参照してください。

チェック 

ICAサーバーのライセンスは、Citrix Systems, Inc.から取得する必要があります。Citrix
サーバーファームに同時に接続するUS110cの台数分のクライアントライセンスを購入して
ください。すべてのクライアントの使用権が使用中のときに接続が失敗するのは、US110c
端末の故障によるものではありません。ICAクライアントソフトウェアは、US110cにイン
ストールされます。

ⓦ PNAgentのガイドライン

ICA Program Neighborhood Agent（PNAgent）をNFuse ClassicまたはWebインタ
フェースと組み合わせて使用すると、公開されているリソースをユーザーデスクトップ
に統合できます。Windowsデスクトップまたは[スタート]メニューのアイコンをクリッ
クすると、リモートアプリケーション、デスクトップ、およびコンテンツにアクセスで
きます。

PNAgentには以下の機能があります。

－　ユーザー認証

ユーザーが接続を試みた場合、管理者によって設定されているときは、US110cが
ユーザー認証情報をCitrixサーバーに提示します。この動作は、ユーザーが公開され
ているリソースを起動する度に行われます。

－　アプリケーションの一覧

US110cは、公開されているアプリケーションの一覧をユーザーに提示します。

－　アプリケーションの起動

US110cは、公開されているアプリケーションを起動することができます。

－　デスクトップの統合

US110cは、公開アプリケーションのユーザー設定を、そのユーザーのUS110c上の
デスクトップに統合します。



23

サ
ー
バ
ー
環
境
の
設
定

－　ユーザー選択設定

US110cは、ローカルのユーザー選択設定の妥当性を確認し、ユーザー選択設定を実
施します。

PNAgentについては、「PNAgentの設定と使用方法」を参照してください。

ⓦ RDPのガイドライン

Remote Desktop Protocol（RDP）は、US110cがWindows XP/Vista/7、Windows 
2003/Windows 2008 Serverで動作するターミナルサービスとネットワーク経由で通
信するためのネットワークプロトコルです。このプロトコルのベースとなるのは、国際
標準のマルチチャネル会議プロトコルであるT.120プロトコルスイートです。US110c
は、RDPバージョン6.0に対応しています。RDPの設定については、「RDPセッション
サービスの設定」を参照してください。
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ICAセッションサービスの設定
このセクションの情報を利用してICAセッションサービスを設定する前に、必ず「セッション
サービスについて」をお読みください。

ICAセッションサービスは、ターミナルサービスと以下のいずれかがインストールされてい
る状態で、Windows 2003または2008 Serverを使用してネットワーク上で利用できます。

ⓦ Citrix XenApp

上記の製品をインストールすることで、サーバー環境を共有するUS110cに、セッショ
ンおよびアプリケーションを提供します。

チェック 

Windows 2003または2008 Serverを使用する場合は、ネットワーク上のアクセス可能な
場所にターミナルサービスクライアントアクセスライセンス（TSCAL）サーバーが常駐して
いる必要があります。このサーバーは、デバイス単位で一時ライセンス（120日間有効）を付
与します。この一時ライセンスの有効期間（120日間）が終了した後は、TSCALを購入して
TSCALサーバーにインストールする必要があります（一時ライセンスまたは永久ライセンス
なしで接続することはできません）。

PNAgentの設定と使用方法

Program Neighborhood Agent（PNAgent）を使用すると、（Webブラウザを使用せずに）
Webインタフェースを実行するサーバーに接続し、サーバーファーム内の公開されているす
べてのアプリケーションにアクセスできます。Connection Managerの場合のように、各ア
プリケーションへの接続を手動で設定する必要はありません。PNAgentは、シングルサイン
オンも提供しています。つまり、ユーザーがセッション開始時にログオンした後、（別のア
プリケーションに接続する場合でも）そのセッション中にログオン認証情報を再度使用する
必要はありません。

以下のガイドラインに従って、PNAgentを設定および使用します。

ⓦ ユーザーに適した設定がサーバー上の設定ファイルに含まれていることを確認してくだ
さい。

ⓦ PNAgentを使用して接続するユーザーは、各自のUS110c上でPNAgentを有効にする必
要があります（PNAgentの設定もカスタマイズできます）。US110cでPNAgentを有効化
およびカスタマイズする手順については、本ガイドの「ICA」を参照してください。

必要な設定が終了したら、サーバーに接続します。認証を求められ、使用可能なアプリケー
ションの一覧が表示されます。

チェック 

接続はUS110cのConnection Managerまたはユーザーデスクトップに入ります。
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WebインタフェースサーバーでのPNAgentの設定

PNAgentの設定は、サーバー上のConfig.xmlというファイルに格納されます。

注意:設定ファイル内の設定はグローバルです。したがって、設定および設定に対して加え
たすべての変更は、ファイルに接続するすべてのユーザーに影響を与えます。

すべてのユーザーのデフォルト設定を変更し、ユーザーに対して以下の操作を許可または拒
否できます。

ⓦ ICA接続の独自のオプションの選択

ⓦ 別のサーバーURLへの接続の変更

ユーザーがUS110cでPNAgentを有効にしてサーバーURLに接続すると、US110cがサー
バーから設定データを読み取ります。この設定ファイルのすべてのユーザーに影響を与えま
す。オプションとオプションの設定はUS110cに表示されます。
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RDPセッションサービスの設定
このセクションの情報を利用してRDPセッションサービスを設定する前に、必ず「セッショ
ンサービスについて」をお読みください。

RDPセッションサービスは、Microsoft Windows 2003、Windows 2008、および
Windows XP、Windows Vista、Windows 7を実行するデスクトップコンピュータにリ
モート接続するために、ネットワーク上で利用できます。Remote Desktop Protocolによ
り、US110cはWindowsアプリケーションをWindows GUI環境下で実行できます。ただ
し、実際にはこれらのWindowsアプリケーションはサーバー上で実行されています。

上記の製品をインストールすることで、サーバー環境を共有するUS110cに、セッションお
よびアプリケーションを提供します。

チェック 

Windows 2003または2008 Serverを使用する場合は、ネットワーク上のアクセス可能な
場所にターミナルサービスクライアントアクセスライセンス（TSCAL）サーバーが常駐して
いる必要があります。このサーバーは、デバイス単位で一時ライセンス（120日間有効）を付
与します。この一時ライセンスの有効期間（120日間）が終了した後は、TSCALを購入して
TSCALサーバーにインストールする必要があります（一時ライセンスまたは永久ライセンス
なしで接続することはできません）。
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3 デスクトップとConnection Managerについて
この章では、US110c管理者としてすばやく運用を開始するために役立つ管理者デスクトップとConnec-
tion Managerの概要を説明しています。

管理者のみが管理者デスクトップ（「管理者デスクトップの使用」を参照）またはConnection Manager
（「Connection Managerの使用」を参照）を使用して、US110cユーザーの接続を確立および管理すること
が可能です。

チェック 

US110cユーザーに提供できるデスクトップについては、本ガイドの「デスクトップ」を参照
してください。

電源投入時の処理（→28ページ）

管理者デスクトップの使用（→29ページ）

管理者のConnection Managerの使用（→31ページ）

3
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電源投入時の処理
新しいUS110cの初回起動時には、US110cが自動的に管理者としてログオンします（パス
ワードは必要ありません）。このため、必ず「セキュリティ」ダイアログボックスを使用して
US110cユーザーのログオン要件を有効にする必要があります。この操作を実行しないと、
US110cはパスワードなしで管理者として自動ログオンをし続けます。ログオン要件の有効
化とセキュリティおよびユーザーアカウントに関するその他の各種US110c機能について
は、本ガイドの「ユーザーアカウントの作成と管理」を参照してください。

「セキュリティ」ダイアログボックスを使用した基本設定の後は、ローカルまたはリモートで
US110cの設定を行うことができます。

ⓦ ローカル設定

各US110cに管理者としてログオンし、US110cの設定を手動で行うことができます。
US110cのローカル設定については、「コントロールパネルの使用」を参照してくださ
い。

ⓦ リモート設定

WDMソフトウェアまたはSNMPツールを使用すると、US110cをリモートで設定および
管理できます。リモート管理については、本ガイド[ネットワークサービスの設定方法に
ついて]と[Wyse Device Managerソフトウェアを使用したリモート管理]を参照してく
ださい。
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管理者デスクトップの使用
Windows CEを実行するUS110cでは、複数の接続を開いて管理できるWindowsインタ
フェースオプションが提供されています。デスクトップには、接続、アプリケーション、ア
イコン、タスクバー、[スタート]メニューなどの関連機能があります。また、デスクトップ
では、接続を簡単に確立および管理し、提供されている各種アプリケーションと機能を使用
できます。

図3-1　 管理者デスクトップの例

以下の一般的なガイドラインに従ってください。

ⓦ [スタート]メニューでは、使用可能なすべてのプログラムと設定にすばやく簡単にアクセ
スし、US110cをシャットダウンすることができます。たとえば、コントロールパネル
を開くには、[スタート]メニュー → [設定] → [コントロール パネル]をクリックします。
管理者のコントロールパネルについては、本ガイド[管理者のコントロールパネルの使用]
の項を参照してください。

ⓦ デスクトップを右クリックすると、各種選択項目を含むデスクトップメニューが表示さ
れます。たとえば、デスクトップを右クリックして表示されるメニューを使用すると、
デスクトップアイコンを名前や種類などで簡単に整理できます。

ⓦ  接続を確立および管理するには、「接続の確立と管理」で説明されているように、デスク
トップを右クリックし、[接続マネージャ]を選択してConnection Managerを使用しま
す。

ⓦ 接続を開始するには、接続アイコンをダブルクリックするか、接続アイコンを右クリッ
クして[開く]を選択します。

ⓦ アプリケーションアイコンをダブルクリックするか、アプリケーションアイコンを右ク
リックして[開く]を選択するか、[スタート]メニューを使用します。
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ⓦ コントロールパネル内のアプリケーションを起動するには、コントロールパネルを開い
てアプリケーションアイコンをダブルクリックします。

ⓦ タスクバーに表示されているアプリケーションをクリックするか、ALT+TABキーを使
用すると、アクティブな接続とアプリケーションを切り替えることができます。

ⓦ 接続を編集するには、「接続の確立と管理」で説明されているように、接続を右クリック
し、[編集]を選択して変更を行います。

ⓦ 接続またはショートカットアイコンを削除するには、接続またはショートカットアイコ
ンを右クリックし、[削除]を選択して削除を行います。
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管理者のConnection Managerの使用
Connection Managerでは、複数の接続を確立および管理し、提供されている各種機能を使
用できます。現時点で使用またはユーザーに割り当てることができるすべての接続も表示さ
れます。

図3-2　 管理者のConnection Managerの例

以下の一般的なガイドラインに従ってください。

ⓦ [追加]ボタン

接続エントリを新規作成します。 

[追加]ボタンをクリックし「新しい接続」ダイアログにて、作成する接続エントリの種類を
選択します。

ⓦ [編集]ボタン

選択している接続エントリの構成を編集します。 

（接続エントリ名一覧内で接続エントリを選択し、右クリック → [編集]を選択する事で
も接続エントリの構成の編集を行うことができます。）

ⓦ [削除]ボタン

選択している接続エントリを削除します。 

（接続エントリ名一覧内で接続エントリを選択し、右クリック → [削除]を選択する事で
も接続エントリの削除を行うことができます。）

ⓦ [スタートアップ]ボタン

Connection Manager起動時に自動的に接続されるように接続を設定できる「接続エント
リのスタートアップ」ダイアログボックスを起動します。 

（接続エントリ名一覧内で接続エントリを選択し、右クリック → [スタートアップ]を選
択すること事でも「接続エントリのスタートアップ」ダイアログボックスを起動すること
ができます。）
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ⓦ [コントロールパネル]ボタン

コントロールパネルを表示します。 

管理者のコントロールパネルについては、「管理者のコントロールパネルの使用」を参照
してください。

ⓦ [接続]ボタン

選択されている接続エントリ名への接続を行います。（接続エントリ名一覧内で接続エン
トリ名をダブルクリックすることでも接続できます。）

ⓦ [切断]ボタン

選択されている接続エントリ名への接続を切断します。 

（[切断]ボタンは1つ以上の接続がアクティブになっている場合に有効です。）

ⓦ [ショートカット]ボタン

デスクトップ上に接続用のショートカットアイコンを作成します。 

「デスクトップのショートカットを作成」ダイアログボックスを起動します。

ⓦ [閉じる]ボタン

Connection Managerを終了します。
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4 接続の確立と管理
この章では、US110cユーザーにとって必要な接続の確立と管理に関する情報と詳細な手順を説明してい
ます。必要な接続を確立した後は、その接続を各ユーザーに割り当てることもできます。 
 
※次の接続は、現在未サポートです。 

ⓦ ダイヤルアップクライアント接続 
ⓦ Ericom PowerTerm Terminal Emulator接続 
ⓦ PPPoE接続

Citrix ICA Client接続の確立と設定（→35ページ）

ダイヤルアップクライアント接続の確立と設定（→40ページ）

Ericom PowerTerm Terminal Emulator接続の確立と設定（→49ページ）

Microsoft Internet Explorer接続の確立と設定（→51ページ）

Microsoft Remote Desktop Client接続の確立と設定（→53ページ）

PPPoE接続の確立と設定（→61ページ）

VMware View Client接続の確立と設定（→65ページ）

VPN-PPTP Client接続の確立と設定（→67ページ）

4
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サポートされている接続を確立および管理する手順については、以下のセクションの内容を
参照してください。

ⓦ 「Citrix ICA Client接続の確立と設定」

ⓦ 「ダイヤルアップクライアント接続の確立と設定」

ⓦ 「Ericom PowerTerm Terminal Emulator接続の確立と設定」

ⓦ 「Microsoft Internet Explorer接続の確立と設定」

ⓦ 「Microsoft Remote Desktop Client接続の確立と設定」

ⓦ 「PPPoE接続の確立と設定」

ⓦ 「VMware View Client接続の確立と設定」

ⓦ 「VPN-PPTP Client接続の確立と設定」

チェック 

Connection Managerから新しい接続エントリを追加できます。

図4-1　 「新しい接続」ダイアログボックス
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Citrix ICA Client接続の確立と設定
このセクションでは、以下の操作を行う方法について説明します。

ⓦ 新しいCitrix ICA Client接続の追加

ⓦ 既存の接続の編集

ⓦ 既存の接続の削除

新しいICA接続の追加

接続を追加する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager で[追加]ボタンをクリックします。

2. 「新しい接続」ダイアログボックスのドロップダウンリストから[Citrix ICA Client]を選択し、[OK]
ボタンをクリックしてICA 接続ウィザードを開きます。

図4-2　ICA 接続ウィザード

3. [サーバー]または[公開アプリケーション]を選択します。 
サーバーを選択した場合、サーバー名またはIPアドレスを入力するか、あるいは一覧からCitrix
サーバーを選択します。一覧から選択する場合は、[サーバの場所]を正しく設定し（後述の手順4、
5を参照）、[更新]ボタンをクリックします。表示されたサーバーの一覧からCitrixサーバーを選択
します。



36

4. [サーバーの場所]をクリックし、「サーバーの場所」ダイアログボックスを開きます。

図4-3　ICA - サーバーの場所ダイアログ

5. サーバーを選択して設定します。

チェック 

[デフォルトの一覧]ボタンをクリックすると、「ICAの設定」ダイアログが表示されます。現在
のアドレス一覧を、デフォルトの一覧で上書きする場合は[はい]ボタン、上書きしない場合は
[いいえ]ボタンをクリックします。
[追加]ボタンや[削除]ボタンを使用して、サーバーを追加することや、一覧から削除すること
もできます。

6. 設定後、[OK]ボタンをクリックして「サーバーの場所」ダイアログボックスを閉じ、[次へ]ボタン
をクリックします。

7. 接続エントリ名を入力して[次へ]ボタンをクリックします。

図4-4　ICA - コネクション名の指定
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8. アプリケーションを指定して接続する場合は、[コマンドライン：]および[作業ディレクトリ：]
ボックスにアプリケーションの起動に必要な設定を入力します。サーバーデスクトップを表示す
る場合は、ボックスを空のままにします。設定完了後、[次へ]ボタンをクリックします。

図4-5　ICA - アプリケーションの指定

9. 接続時のログオン情報の入力を自動で行う場合には、ログオン情報を設定します。設定完了後、
[次へ]ボタンをクリックします。

チェック 

スマートカードログオンを行う場合は、[スマートカードログオンを許可します]チェック
ボックスにチェックを入れます。

図4-6　ICA - ログオン情報の指定

10. [ウィンドウの色]オプションを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
（値を小さくすると、表示色数は減少しますが、ネットワーク速度を高速化できます。）

チェック 

公開アプリケーションの場合には、シームレスウィンドウを設定することもできます。

図4-7　ICA - ウィンドウのオプションの選択
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図4-8　ICA - ウィンドウのオプションの選択（シームレスウィンドウ）

11. 必要なオプションを選択して[次へ]ボタンをクリックします。

図4-9　ICA - オプション

12. 接続が企業ファイアウォールやその他のセキュリティを通るように設定する必要がある場合は、
「ファイアウォールの設定」ダイアログボックスに必要な情報を入力します。

チェック 

使用可能な場合は、[Webブラウザのプロキシ設定を使用する]チェックボックスを選択し、
Webブラウザのプロキシ設定を使用することもできます。

図4-10　ICA - ファイアウォールの設定

13. [完了]ボタンをクリックします。
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既存のICA接続の編集

接続を編集する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から編集を行うICA接続エントリを選択します。

2. [編集]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[編集]を選択しま
す。

3. 「ICAコネクションの詳細設定」ダイアログボックスを使用して変更を行います。

図4-11　ICA - ICAコネクションの詳細設定

4. [OK]ボタンをクリックし、変更した設定を適用して保存します。

既存のICA接続の削除

接続を削除する手順は次のとおりです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から削除を行うICA接続エントリを選択します。

2. [削除]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[削除]を選択しま
す。
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ダイヤルアップクライアント接続の確
立と設定

※この接続は、現在未サポートです。

このセクションでは、以下の操作を行う方法について説明します。

ⓦ 新しいダイヤルアップクライアント接続の追加

ⓦ 既存の接続の編集

ⓦ 既存の接続の削除

新しいダイヤルアップクライアント接続の追加

接続を追加する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager で[追加]ボタンをクリックします。

2.  「新しい接続」ダイアログボックスのドロップダウンリストから[Dial-Up Client]オプションを選択
し、[OK]をクリックしてダイヤルアップ(Dial-Up)接続ウィザードを開きます。

図4-12　ダイヤルアップ(Dial-Up)の説明
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3. 接続に対して表示する名前を入力して[次へ]をクリックします。

図4-13　ダイヤルアップ設定

4.  以下のガイドラインに従ってダイヤルアップ設定を入力します。

ⓦ シリアルポート

ダイヤルアップサーバーのアクセスパスを選択します。

ⓦ 国番号とエリアコードを使用する

このチェックボックスが選択されている場合は、ダイヤル時に使用するために国番号と市外
局番を入力できます。

ⓦ 国番号、エリアコード、および電話番号

ダイヤル時に使用するためにこれらの番号を入力できます。

ⓦ ダイヤルのプロパティ

ダイヤルプロパティを設定できる「ダイヤルのプロパティ」ダイアログボックスを開きます。

ⓦ 構成

デバイスプロパティを設定できる「デバイスのプロパティ」ダイアログボックスを開きます。

ⓦ TCP/IP 設定

TCP/IP設定を行える「TCP/IP 設定」ダイアログボックスを開きます。

ⓦ セキュリティ

セキュリティ設定を行える「セキュリティ」ダイアログボックスを開きます。

ⓦ [RASスクリプトを有効にする]チェックボックス[スクリプト]コマンドボタン

リモートアクセスサービスを有効にして設定します。
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5. 設定完了後、[次へ]をクリックします。

図4-14　ダイヤルアップログイン

6. ダイヤルアップサーバーにアクセスするために必要なダイヤルアップログイン情報を入力しま
す。

7. このダイヤルアップ接続使用時にユーザーにパスワードを要求する場合は、[常にパスワードを要
求する]を選択します。

8. 設定したダイヤルアップ接続設定で自動的に起動される接続を一覧から選択します(名前は使用可
能な接続から入手します)。

9. ウィザードの操作を完了後、[終了]をクリックします。
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ダイヤルプロパティの設定

ダイヤルアップ(Dial-Up)構成ウィザードの「Dial-Up 設定」ダイアログボックスで[ダイヤルの
プロパティ]をクリックすると、「ダイヤルのプロパティ」ダイアログボックスが表示されま
す。
このダイアログボックスを使用すると、必要な各種ダイヤル設定とパターンを設定できま
す。設定後は、必ず[OK]をクリックして設定を保存し、ダイヤルアップ(Dial-Up)構成ウィ
ザードに戻ります。

チェック 

[ダイヤルパターン]エリアの設定については、モデムのマニュアルを参照してください。

図4-15　ダイヤルアップ(Dial-Up) - ダイヤルのプロパティ
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ダイヤルアップデバイスプロパティの設定

ダイヤルアップ(Dial-Up)構成ウィザードの[構成]をクリックすると、「デバイスのプロパ
ティ」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用すると、デバイ
スの[ポートの設定]と[呼び出しのオプション]を設定できます。設定後は、必ず[OK]をク
リックして設定を保存し、ダイヤルアップ(Dial-Up)構成ウィザードに戻ります。

図4-16　ダイヤルアップ(Dial-Up) - ポートの設定

図4-17　ダイヤルアップ(Dial-Up) -呼び出しのオプション
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ダイヤルアップTCP/IPの設定の実行

ダイヤルアップ(Dial-Up)構成ウィザードの[TCP/IP 設定]をクリックすると、「TCP/IP 設
定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用して、TCP/IPの設
定を行います。設定後は必ず[OK]をクリックして設定を保存し、ダイヤルアップ(Dial-Up)構
成ウィザードに戻ります。

図4-18　ダイヤルアップ(Dial-Up) - TCP/IP 設定

ダイヤルアップセキュリティ設定の実行

ダイヤルアップ(Dial-Up)構成ウィザードの[セキュリティ]をクリックすると、「セキュリティ
設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用して、接続セキュ
リティ設定を行うことができます。[パスワードを保存しない]をクリックすると、この接続
用のユーザーパスワードはローカルに保存されません。設定後は必ず[OK]をクリックして設
定を保存し、ダイヤルアップ(Dial-Up)構成ウィザードに戻ります。

図4-19　ダイヤルアップ(Dial-Up) - セキュリティ設定
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ダイヤルアップ接続のためのリモートアクセスサービスの設定

Remote Access Service(RAS)を使用すると、US110cと他のネットワークプロトコル間の
PPP通信が容易になります。RASスクリプトは、RASスクリプトを使用しない場合はダイ
ヤル後にテキストモードで実行される操作を自動化します。ダイヤルアップRASスクリプト
は、ダイヤルアップ(Dial-Up)のセットアップウィザードの[RASスクリプトを有効にする]
チェックボックスを選択して有効にします。

スクリプトを管理するには、ダイヤルアップ(Dial-Up)構成ウィザードの[RASスクリプトを
有効にする]チェックボックスを選択し、[スクリプト]をクリックして「スクリプト名」ダイア
ログボックスを開き使用します。「スクリプト名」ダイアログボックスでは、スクリプトを作
成、編集、削除できます。
設定後は、必ず[OK]をクリックして設定を保存し、ダイヤルアップ(Dial-Up)構成ウィザード
に戻ります。

図4-20　ダイヤルアップ(Dial-Up) RAS - スクリプト名

以下のガイドラインに従って、スクリプトを管理します。

ⓦ [新規作成]をクリックすると、「新しいスクリプト名」ダイアログボックスが表示されま
す。

図4-21　ダイヤルアップ(Dial-Up) RAS - 新しいスクリプト名

ⓦ スクリプト名を入力し、[OK]をクリックして「RASスクリプト」ダイアログボックスを開
きます。

チェック 

「スクリプト名」ダイアログボックスでスクリプトを選択して[編集]をクリックし、「RAスク
リプト」ダイアログボックスを開いて使用し、既存のスクリプトを編集することもできま
す。
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図4-22　ダイヤルアップ(Dial-Up) RAS - RASスクリプト

ⓦ [スクリプト名]ボックスと[変更]

[スクリプト]ボックスは、現在選択されているスクリプトの名前を表示します。

[変更]をクリックして「スクリプト名」ダイアログボックスを開き、別のスクリプトを選択
して[OK]をクリックすると、選択内容を変更できます。

ⓦ [スクリプト]エリア：

ⓦ [スクリプト]テキストエリア

スクリプトの入出力文字列が一覧表示します。

ⓦ 要求

ホストから受け取った文字列を表示します。

ⓦ 応答

要求文字列に対してUS110cが送信する内容を表示します。

ⓦ 新規作成と編集

「スクリプトの行を編集」ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで
は、スクリプト内に新しい行を作成することや、既存の(選択した)行を編集することがで
きます。具体的なスクリプトは、各ターゲットシステム独自のものです。

図4-23　ダイヤルアップ(Dial-Up) RAS - スクリプトの行を編集

ⓦ 削除

行を削除するには、その行を選択して[削除]をクリックし、操作を確認します。
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ⓦ アップとダウン

スクリプト内の選択行を一覧で上または下に動かすために使用します。

既存のダイヤルアップ接続の編集

既存の接続の設定は編集または変更できます。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から編集を行うダイヤルアップ接続エントリを選択
します。

2. [編集]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[編集]を選択しま
す。

3. ダイヤルアップ(Dial-Up)構成ウィザードを使用して変更を行います。

4. [終了]をクリックし、設定を適用して保存します。

既存のダイヤルアップ接続の削除

接続を削除する手順は以下の通りです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から削除を行うダイヤルアップ接続エントリを選択
します。

2. [削除]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[削除]を選択しま
す。



49

接
続
の
確
立
と
管
理

Ericom PowerTerm Terminal
Emulator接続の確立と設定

※この接続は、現在未サポートです。

PowerTerm WBT Terminal Emulatorは、リモートコンピュータ上で文字ベースのレガシー
アプリケーションを実行するためにUS110cによって使用されます。管理者は、ユーザーが
開始できる様々な接続を設定できます。ホストコンピュータには、TCP/IPネットワーク、
ダイヤルアップモデム、またはシリアルポート経由でアクセスできます。

このセクションでは、以下の操作を行う方法について説明します。

ⓦ 新しいEricom PowerTerm Terminal Emulator接続の追加

ⓦ 既存の接続の編集

ⓦ 既存の接続の削除

Ericom PowerTerm Terminal Emulation接続の追加

接続を追加する手順は以下のとおりです。

1. Connection Managerで[追加]をクリックします。

2.  「新しい接続」ダイアログボックスの一覧から[Ericom PowerTerm Terminal Emulation]オプショ
ンを選択し、[OK]をクリックして「PowerTerm Connection Properties」ダイアログボックスを
開きます。

図4-24　PowerTerm Connection Properties
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3. 「PowerTerm Connection Properties」ダイアログボックスを使用して、ユーザーが開始できる
接続を設定します。使用できるボックスとオプションは、接続設定によって異なります。

チェック 

接続の設定については、PowerTermのオンラインマニュアルを参照してください
（http://www.ericom.com）。

既存のEricom PowerTerm Terminal Emulation接続の編集

接続を編集する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から編集を行うEricom PowerTerm Terminal Emu-
lation接続エントリを選択します。

2. 「PowerTerm Connections Properties」ダイアログボックスを使用して変更を行います。

3. [OK]をクリックし、設定を適用して保存します。

既存のEricom PowerTerm Terminal Emulation接続の削除

接続を削除する手順は以下の通りです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から削除を行うEricom PowerTerm Terminal Emu-
lation接続エントリを選択します。

2. [削除]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[削除]を選択しま
す。
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Microsoft Internet Explorer接続
の確立と設定

このセクションでは、以下の操作を行う方法について説明します。

ⓦ 新しいMicrosoft Internet Explorer(IE)接続の追加

ⓦ 既存の接続の編集

ⓦ 既存の接続の削除

新しいMicrosoft Internet Explorer接続の追加

接続を追加する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager で[追加]ボタンをクリックします。

2. 「新しい接続」ダイアログボックスのドロップダウンリストから[Microsoft Internet Explorer]オ
プションを選択し、[OK]をクリックして「Internet Explorer のセットアップ」ダイアログボック
スを開きます。

チェック 

Internet Explorerを使用する場合は、32MB以上のフラッシュメモリの空き容量が必要で
す。Internet Explorerは、インストールされている他のアプリケーションによる使用可能な
メモリの競合により、一部のモデルでは出荷時にインストールされていない場合がありま
す。

図4-25　インターネットエクスプローラのセットアップ

チェック 

ブラウザウィンドウ内からICAセッションを起動できるようにWebページ内でICAリンクを
提供するWebインターフェースに接続する場合は、US110cと組み合わせて使用するため
のWebインターフェースのアプリケーション設定について、本ガイド[セッションサービス
について]を参照してください。



52

3. 以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ タイトル

接続に対して表示するタイトルを入力します。

ⓦ スタートページ

Internet Explorerの起動時に表示されるページのURLを入力します。

ⓦ 検索ページ

[検索]をクリックした場合に使用される検索エンジンのページのURLを入力します。

ⓦ スタートサイトにpingを許可する

スタートページが存在するサーバーをフェールオーバーの対象とする場合は、このチェック
ボックスを選択します。

ⓦ キオスク

US110cをキオスク、Internet Explorerをアプリケーションとして使用する場合は、この
チェックボックスを選択します。

ⓦ ウィンドウモードを有効にする

デスクトップ全体ではなくウィンドウモードで接続する場合は、このチェックボックスを選
択します。

ⓦ ツールバーを表示する

キオスク選択時にツールバーを表示する場合は、このチェックボックスを選択します。

既存のMicrosoft Internet Explorer接続の編集

接続を編集する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から編集を行うMicrosoft Internet Explorer接続エ
ントリを選択します。

2. [編集]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[編集]を選択しま
す。

3. [インターネットエクスプローラのセットアップ]を使用して変更を行います。

4. [OK]をクリックし、設定を適用して保存します。

既存のMicrosoft Internet Explorer接続の削除

接続を削除する手順は以下の通りです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から削除を行うMicrosoft Internet Explorer接続エ
ントリを選択します。

2. [削除]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[削除]を選択しま
す。
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Microsoft Remote Desktop Client
接続の確立と設定

このセクションでは、以下の操作を行う方法について説明します。

ⓦ 新しいMicrosoft Remote Desktop Client接続の追加

ⓦ 既存の接続の編集

ⓦ 既存の接続の削除

新しいMicrosoft Remote Desktop Client接続の追加

接続を追加する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager で[追加]ボタンをクリックします。

2. 「新しい接続」ダイアログボックスのドロップダウンリストから[Microsoft Remote Desktop
Client]を選択し、[OK]ボタンをクリックしてRDP 接続ウィザードを開きます。

図4-26　RDP 接続ウィザード

3. 接続エントリ名を入力します。（最大31文字）

4. [接続先]にリモートコンピュータのIPアドレスまたはホスト名を入力します。（最大75文字）

5. 接続時にネットワークレベル認証を行う場合は[ネットワークレベル認証を有効にします]チェッ
クボックスをチェックします。
接続時にスマートカードログオンを行う場合は、[スマートカードのリダイレクトを有効にします]
チェックボックスをチェックします。
[次へ]ボタンをクリックします。
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6. ネットワークレベル認証では、接続時にユーザー認証情報を求めるログオンウィンドウが表示さ
れます。リモートコンピュータに自動接続するように接続を設定する場合は、[自動ログオン]
チェックボックスをクリックし、ログオン認証情報を入力します。
[次へ]ボタンをクリックします。

図4-27　RDP - ログオン情報の指定

7. 以下のガイドラインに従って表示オプションを指定します。
ⓦ スライダを移動し、リモートデスクトップのサイズを調整します。

チェック 

CEデスクトップでは、RDPセッションでシームレスなウィンドウがサポートされていま
す。デスクトップでは、RDPセッション表示はデバイス画面領域以下です。フルスクリー
ンを使用することを選択した場合、表示解像度はターミナルサーバーの現在使用可能な解像
度に動的に調整されます。セッションウィンドウを最小化すると、RDPセッションアイコ
ンがタスクバーに表示されます。Connection Managerでは、RDPセッションでシームレ
スなウィンドウはサポートされていません。CEデスクトップを使用してウィンドウのサイ
ズをフルスクリーン未満に設定した後でConnection Managerに切り替えると、RDPセッ
ションは枠内より小さいウィンドウに表示され、RDPセッションをフルスクリーンに設定
できる[画面]タブが表示されます。

ⓦ [画面の色]一覧からカラー設定を選択します。

ⓦ RDPセッションが全画面表示のときに接続バーを表示する場合は、[全画面モードのときには
接続バーを表示する]チェックボックスをチェックします。

ⓦ デュアルモニターで接続する場合は、[スパンモードを有効にする]チェックボックスをチェッ
クします。
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設定後、[次へ]ボタンをクリックします。

図4-28　RDP - 表示オプションの指定

8. 次のガイドラインに従ってローカルリソースオプションを指定します。

ⓦ リモートコンピュータのサウンド

リモートコンピュータのサウンドに関するオプションです。

ⓦ キーボード

以下のいずれかのオプションを選択します。

ローカルコンピュータ

キーボードショートカットをリモートデスクトップではなくローカルデスクトップに適用し
ます。例えば、ALT+TABを押すと、ローカルとリモートの両方のウィンドウを含め、ローカ
ルデスクトップで現在開いているすべてのウィンドウが切り替えられます。

リモートコンピュータ

キーボードショートカットをローカルデスクトップではなくリモートデスクトップに適用し
ます。例えば、ALT+TABを押すと、リモートデスクトップで現在開いているすべてのウィン
ドウが切り替えられますが、ローカルデスクトップで開いているウィンドウは除外されます。

全画面表示モードのみ

リモートセッションがフルスクリーンモードで実行されている場合、キーボードショートカッ
トをローカルデスクトップではなくリモートデスクトップに適用します。セッションが他の
ウィンドウサイズで実行されている場合は、キーボードショートカットをリモートデスクトッ
プではなくローカルデスクトップに適用します。

ⓦ プリンタ

リモートコンピュータにログオン中はサーバーアプリケーションがUS110cからローカルで
印刷できるように、ローカルプリンタのリダイレクトを有効にします。

ⓦ クリップボード

US110cおよびリモートコンピュータとの間で選択内容をコピーおよび貼り付けできるよう
にします。

ⓦ スマートカード

接続時にスマートカードログオンを行えるように、スマートカードのリダイレクトを有効に
します。
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ⓦ ドライブ

リモートコンピュータにログオン中はサーバーアプリケーションがUS110cのファイルシス
テムを使用できるように、ローカルドライブのリダイレクトを有効にします。

ⓦ シリアルポート

リモートコンピュータにログオン中はサーバーアプリケーションがUS110cのシリアルポー
トのデバイスを使用できるように、シリアルポートデバイスのリダイレクトを有効にします。

設定後、[次へ]ボタンをクリックします。

図4-29　RDP - ローカルリソースの指定

9. 接続時にアプリケーションを自動起動する場合は、[接続時に次のプログラムを起動する]チェッ
クボックスをチェックし、[プログラムのパスとファイル名]、[次のフォルダで開始する]を入力
し、[次へ]ボタンをクリックします。

図4-30　RDP - プログラムの起動
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10. 有効にするパフォーマンスオプションを指定して[次へ]ボタンをクリックします。

図4-31　RDP - パフォーマンスオプションの指定

11. 接続に対して設定する認証オプションを指定して[次へ]ボタンをクリックします。

図4-32　RDP - サーバー認証の指定
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12. [終了]ボタンをクリックします。

図4-33　RDP - 設定完了



59

接
続
の
確
立
と
管
理

リモートデスクトップWeb接続の確立について

RDPにより、Remote Desktop ActiveX Controlを使用してWebブラウザでリモートデス
クトップ接続を確立できます。この機能を使用するには、Webブラウザを使用できる必要が
あります。（「新しいMicrosoft Internet Explorer接続の追加」を参照）

Webブラウザでリモートデスクトップ接続を確立するためのサンプルスクリプトを以下に示
します。

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title> RDP Web Connection </title>
</head>
<body>
<OBJECT language="vbscript" ID="MsTscAx" CLASSID="CLSID:4eb89ff4-7f78-4a0f-
8b8d-2bf02e94e4b2" WIDTH=720 HEIGHT=480 VIEWASTEXT></OBJECT>
<script language="vbscript">
MsTscAx.FullScreen = false
MsTscAx.Server = "10.150.111.4"
ret = MsTscAx.Connect()
</script>
</body>
</html>

図4-34　リモートデスクトップのWeb接続
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既存のMicrosoft Remote Desktop Client接続の編集

既存の接続の設定は編集または変更できます。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から編集を行うRDP接続エントリを選択します。

2. [編集]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[編集]を選択します。

3. 「RDP接続の編集」ダイアログボックスを使用して変更を行います。

図4-35　RDP接続の編集

4. [OK]ボタンをクリックし、変更した設定を適用して保存します。
注意: 編集時は、[詳細設定]タブでの選択内容は他のタブでの関連設定よりも優先されます。別の

タブに切り替えて[キャンセル]をクリックした場合でもこの設定は有効なままです。

既存のMicrosoft Remote Desktop Client接続の削除

接続を削除する手順は以下の通りです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から削除を行うRDP接続エントリを選択します。

2. [削除]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[削除]を選択しま
す。
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PPPoE接続の確立と設定
※この接続は、現在未サポートです。

このセクションでは、以下の操作を行う方法について説明します。

ⓦ 新しいPPP over Ethernet(PPPoE)接続の追加

ⓦ 既存の接続の編集

ⓦ 既存の接続の削除

新しいPPPoE接続の追加

接続を追加する手順は以下のとおりです。

1.  Connection Manager で[追加]ボタンをクリックします。

2. 「新しい接続」ダイアログボックスのドロップダウンリストから[PPP over Ethernet(PPPoE)]オ
プションを選択し、[OK]をクリックしてPPPoE 接続ウィザードを開きます。

図4-36　PPPoE - 接続ウィザード
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3. 接続に対して表示する名前を入力して[次へ]をクリックします。

図4-37　PPPoE - サービス名

4. 以下のガイドラインに従ってサービス設定を入力します。

ⓦ PPPoEサービス名

サービス名を入力します。何らかのサービスに接続を使用する場合は、ボックスを空白のま
まにします。

ⓦ TCP/IP 設定

PPPoE通信に必要なTCP/IP設定を行える「TCP/IP 設定」ダイアログボックスを開きます。
このダイアログボックスの操作を完了した後は、必ず[OK]をクリックして「サービス名」ダイ
アログボックスに戻ります。

図4-38　PPPoE - TCP/IP 設定
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ⓦ セキュリティ設定

セキュリティ設定を行える「詳細なセキュリティ設定」ダイアログボックスを開きます。この
ダイアログボックスの操作を完了した後は、必ず[OK]をクリックして「サービス名」ダイアロ
グボックスに戻ります。

図4-39　PPPoE - 詳細なセキュリティ設定

5. 「サービス名」ダイアログボックスを完了し、[次へ]をクリックします。

図4-40　PPPoE - ログイン情報

6. デフォルトでは、接続時にユーザー認証情報を求めるログオンウィンドウが表示されます。自動
接続するように接続を設定するには、ログオン認証情報を入力します。

7. [終了]をクリックし、設定を適用して保存します。

チェック 

ユーザーがこの接続を開始すると、すべてのWANパケットがPPP接続を通りイーサーネッ
トを経由してモデムに送信されます。
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既存のPPPoE接続の編集

接続を編集する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から編集を行うPPPoE接続エントリを選択します。

2. [編集]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[編集]を選択しま
す。

3. PPPoE接続ウィザードを使用して変更を行います。

4. [OK]をクリックし、設定を適用して保存します。

既存のPPPoE接続の削除

接続を削除する手順は以下の通りです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から削除を行うPPPoE接続エントリを選択します。

2. [削除]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[削除]を選択しま
す。
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VMware View Client接続の確立と
設定

※この接続は、現在未サポートです。

このセクションでは、以下の操作を行う方法について説明します。

ⓦ 新しいVMware View Client接続の追加

ⓦ 既存の接続の編集

ⓦ 既存の接続の削除

新しいVMware View Client接続の追加

接続を追加する手順は以下のとおりです。

1.  Connection Manager で[追加]ボタンをクリックします。

2. 「新しい接続」ダイアログボックスのドロップダウンリストから[VMware View Client]オプション
を選択し、[OK]をクリックしVMware View 接続ウィザードを開きます。

図4-41　VMware View接続ウィザード - セッションタブ

3. 以下のガイドラインに従ってセッション情報を入力します。

ⓦ 接続名

接続に対して表示する名前を入力します。

ⓦ 安全な接続(https)を使用する

接続を有効にしてHTTPSを使用する場合、このチェックボックスを選択します。

ⓦ 接続サーバー

サービスを提供する企業VMwareサーバとの通信に必要なホスト名またはIPアドレスを入力し
ます。
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ⓦ ユーザー名,  パスワード,  ドメイン,  自動ログオン

デフォルトでは、接続時にユーザー認証情報を求めるログインウィンドウが表示されます。
自動接続するように接続を設定するには、ログイン認証情報を入力し、[自動ログオン]チェッ
クボックスを選択します。

4. [設定]タブをクリックします。

図4-42　VMware View接続ウィザード - 設定タブ

5. 接続に対して使用する設定情報を入力します。

6. VMware View 接続ウィザードを完了後、[OK]をクリックします。

既存のVMware View Client接続の編集

接続を編集する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から編集を行うVMware View Client接続エントリ
を選択します。

2. [編集]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[編集]を選択します。

3. VMware View 接続ウィザードを使用して変更を行います。

4. [OK]をクリックし、設定を適用して保存します。

既存のVMware View Client接続の削除

接続を削除する手順は以下の通りです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から削除を行うVMware View Client接続エントリ
を選択します。

2. [削除]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[削除]を選択します。
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VPN-PPTP Client接続の確立と設定
このセクションでは、以下の操作を行う方法について説明します。

ⓦ 新しいVPN-PPTP Client接続の追加

ⓦ 既存の接続の編集

ⓦ 既存の接続の削除

新しいVPN-PPTP Client接続の追加

接続を追加する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager で[追加]ボタンをクリックします。

2. 「新しい接続」ダイアログボックスのドロップダウンリストから[VPN (PPTP) Client]を選択し、
[OK]ボタンをクリックしてVPN 接続ウィザードを開きます。

図4-43　VPN - 説明

3. 接続エントリ名を入力して[次へ]ボタンをクリックします。

図4-44　VPN - ホスト名またはIPアドレス
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4. 次のガイドラインに従ってサービス設定を入力します。
入力完了後、[次へ]ボタンをクリックします。

ⓦ ホスト名またはIPアドレス

VPNサービスを提供する企業PPTPサーバーとの通信に必要なホスト名またはIPアドレスを入
力します。

ⓦ 構成

デバイスプロパティを設定できる「デバイス設定」ダイアログボックスを開きます。

ⓦ TCP/IP 設定

VPN通信に必要なTCP/IP設定を行える「TCP/IP設定」ダイアログボックスを開きます。この
ダイアログボックスを設定後は、必ず[OK]ボタンをクリックして「ホスト名またはIPアドレ
ス」ダイアログボックスに戻ります。

図4-45　VPN - TCP/IP設定

ⓦ セキュリティの設定

セキュリティ設定を行える「セキュリティ設定」ダイアログボックスを開きます。このダイア
ログボックスを設定後は、必ず[OK]ボタンをクリックして「ホスト名またはIPアドレス」ダイ
アログボックスに戻ります。

図4-46　VPN  - セキュリティ設定

チェック 

自動ログインを行うためにパスワードが保存されているが、毎回ユーザーにパスワードの入
力を要求したい場合は、「セキュリティ設定」ダイアログボックスの[パスワードをクリアす
る]ボタンをクリックします。[設定]ボタンをクリックして「高度なセキュリティの設定」ダ
イアログボックスを開き、セキュリティパラメータをさらに設定することもできます。
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図4-47　VPN - 高度なセキュリティの設定

5. デフォルトでは、接続時にユーザー認証情報を求めるログインウィンドウが表示されます。自動
接続するように接続を設定するには、ログイン認証情報を入力します。

図4-48　VPN - ログイン情報

6. [終了]ボタンをクリックします。



70

既存のVPN-PPTP Client接続の編集

接続を編集する手順は以下のとおりです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から編集を行うVPN接続エントリを選択します。

2. [編集]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[編集]を選択しま
す。

3. 「VPN接続ウィザード」ダイアログボックスを使用して変更を行います。

既存のVPN-PPTP Client接続の削除

接続を削除する手順は以下の通りです。

1. Connection Manager の接続エントリ名一覧から削除を行うVPN接続エントリを選択します。

2. [削除]ボタンをクリック、または接続エントリを選択した状態で右クリックして[削除]を選択しま
す。
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5ユーザーアカウントの作成と管理
この章では、ユーザーのアカウントの作成と管理に関する情報と詳細な手順を説明しています。必要な接
続とアプリケーションのユーザーへの割り当てについても説明しています。

セキュリティの設定とユーザーアカウントの管理（→72ページ）

5
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セキュリティの設定とユーザーアカウ
ントの管理

管理者コントロールパネルの[セキュリティ]アイコンをダブルクリックすると、「セキュリ
ティ」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで、US110cの様々な
セキュリティ関連機能の設定、またUS110cのユーザーアカウントを管理（追加、変更、削
除）できます。

「セキュリティ」ダイアログ

図5-1　 セキュリティ

ⓦ セキュリティを有効にする

US110cの起動時、「ターミナルログオン」からUS110cにログオンする場合にチェック
します。「ターミナルログオン」からUS110cにログオンするにはユーザー名とパスワー
ドの入力が必要です。

※ 自動ログオンを有効にしている場合は、設定しているユーザーで自動ログオンされ
ます。

ⓦ 画面のロックを有効にする

CTRL + Alt + DELキーの同時押しでUS110cをロックする場合、またはスクリーンセー
バー動作時にUS110cをロックする場合はチェックします。 

ロック後に再度US110cにログオンする場合はユーザー名とパスワードの入力が必要で
す。

※ 「セキュリティを有効にする」にチェックが入っていない場合はグレーアウトされます。
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ⓦ フェールオーバーを有効にする

Connection Managerに割り当てられた接続一覧で、現在の接続エントリの接続が失敗
した場合、次の接続エントリの接続を自動で試みる場合にチェックします。

※ デスクトップモードが｢標準デスクトップモード｣以外の場合に選択が可能です。

ⓦ 複数接続

Connection Managerに割り当てられた接続一覧で、現在の接続エントリ以降すべての
エントリへの接続を自動で試みる場合にチェックします。

※ 「フェールオーバーを有効にする」にチェックが入っていない場合はグレーアウトさ
れます。

ⓦ 接続前にPingを送る

仮想PCへの接続を行う前に、接続する仮想PCにPingを送信する場合にチェックしま
す。

※ デスクトップモードが｢標準デスクトップモード｣以外の場合に選択が可能です。

※ 「フェールオーバーを有効にする」にチェックが入っている場合はグレーアウトされ
ます。

ⓦ Verbose

仮想PCへ接続する際のプロセスの詳細を報告するログウィンドウを表示します。

※ 「フェールオーバーを有効にする」、または「接続前にPingを送る」にチェックが入っ
ていない場合はグレーアウトされます。

ⓦ 自動ログインを有効にする

US110cに自動ログオンする場合にチェックします。

ⓦ ユーザー名：

自動ログオンするユーザーを選択します。

※ 「自動ログインを有効にする」にチェックが入っていない場合はグレーアウトされます。

ⓦ シングル　ボタンで接続します

US110cへの自動ログオン時に[接続]ボタンを使用する自動ログオンを行う場合にチェッ
クします。 

接続マネージャに割り当てられた接続一覧で優先順位が一番上の接続エントリへ自動的
に接続を開始します。

※ 「自動ログインを有効にする」にチェックが入っていない場合はグレーアウトされます。

ⓦ DHCPの接続を有効にする

DHCPサーバーから取得した情報を使用して仮想PCへ接続する場合にチェックします。

ⓦ 接続名とタイプ：

「DHCPの接続を有効にする」接続エントリを選択します。 

「Connection Manager」に登録されている接続エントリがリストに表示されます。

※ 「DHCPの接続を有効にする」にチェックが入っていない場合はグレーアウトされます。
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ⓦ 自動回復

仮想PCへ自動再接続を行う場合にチェックします。

※ デスクトップモードが｢標準デスクトップモード｣以外の場合に選択が可能です。

ⓦ リセットキーを有効にする

US110c起動時、キーボードの「G」キーによるUS110cのリセット機能を使用可能にする
場合にチェックします。

※ 「リセットキーを有効にする」のチェックが入っていない場合、US110cのリセット
を行うには、[コントロールパネル] - [システム] -「System info」ダイアログ[一般]
タブの[工場出荷時の状態に戻す]チェックボックスを使用します。このチェックボッ
クスは、US110cを正常に起動できる場合しか使用できません。そのため、「リセッ
トキーを有効にする」のチェックが入っていない場合、US110cの起動に失敗した場
合にUS110cをリセットするには修理が必要となる場合がございます。

ⓦ ユーザーアカウント エリア

すべてのユーザーアカウントが一覧表示されます。 

一覧にはユーザー名、セキュリティ権限レベル、自動起動および自動ログインが有効か
どうかが示されます。

ⓦ [追加]ボタン

新規ユーザーを追加する「ユーザーアカウントの追加」ダイアログを起動します。

ⓦ [変更]ボタン

「ユーザーアカウント」で選択しているユーザーの情報を編集する「ユーザーアカウントの
変更」ダイアログを起動します。

ⓦ [削除]ボタン

「ユーザーアカウント」で選択しているユーザーを削除する「ユーザーアカウントの削除」
ダイアログを起動します。

ⓦ [アクセス許可]ボタン

「ユーザー」権限ユーザー、「ゲスト」権限ユーザーで表示するコントロールパネルのアイ
コンを設定する「アクセス許可」ダイアログを起動します。

ⓦ [OK]ボタン

設定した内容を反映します。

ⓦ [キャンセル]ボタン

設定した内容をキャンセルします。
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「アクセス許可」ダイアログ

「ユーザー」権限ユーザー、「ゲスト」権限ユーザー、それぞれに表示させるコントロールパネ
ルのアイコンを設定できます。チェックが入っている該当アイコンがコントロールパネル内
に表示されます。

図5-2　アクセス許可

ⓦ [既定値に戻す]ボタン

コントロールパネルに表示されるアイコンをデフォルトの状態に戻します。

ユーザーアカウントの追加

ユーザーアカウントを追加するには、「セキュリティ」ダイアログボックスの[追加]をクリッ
クして「ユーザーアカウントの追加」ダイアログボックスを開き、必要な設定を行います。

図5-3　セキュリティ
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「ユーザーアカウントの追加」ダイアログ

図5-4　ユーザーアカウントの追加

ⓦ パスワードを変更する

ターミナルログオン時にユーザーのパスワードを変更可能にする場合にチェックしま
す。

※ 「管理者」権限ユーザーは、デフォルトでこの機能が有効です。

※ 「ゲスト」権限ユーザーは、この機能は使用できません。

ⓦ ユーザー名

ユーザー名を入力します。

ⓦ パスワード

パスワードを入力します。

ⓦ パスワード確認

「パスワード」で入力したパスワードをもう一度入力します。

ⓦ 管理者

「管理者」権限を設定する場合に選択します。

ⓦ ユーザー

「ユーザー」権限を設定する場合に選択します。

ⓦ ゲスト

「ゲスト」権限を設定する場合に選択します。
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ⓦ 接続マネージャへのアクセスを許可する

接続マネージャへのアクセス許可を設定できます。

※ 「ユーザー」権限ユーザーと「ゲスト」権限ユーザーの場合、右ペインの「割り当てられ
た接続」一覧に「自動起動」に設定されている接続エントリが存在しない場合はグレー
アウトされます。

ⓦ [追加 ＞]ボタン

左ペインの「利用可能な接続」一覧から選択した接続エントリを、右ペインの「割り当てら
れた接続」に割り当てます。

ⓦ [削除 ＜]ボタン

右ペインの「割り当てられた接続」一覧から選択した接続エントリを削除します。

ⓦ [上へ ＞]ボタン

右ペインの「割り当てられた接続」一覧から選択した接続エントリの優先順位を一つ上に
あげます。

※ フェールオーバー有効時、ここで設定した優先順位が適用されます。

ⓦ [下へ ＞]ボタン

右ペインの「割り当てられた接続」一覧から選択した接続エントリの優先順位を一つ下に
さげます。

※ フェールオーバー有効時、ここで設定した優先順位が適用されます。

ⓦ [ 自動起動 ＞]ボタン

右ペインの「割り当てられた接続」一覧からユーザーがUS110cにログオンした際に自動
的に開始する接続エントリを設定します。

※ ユーザーがUS110cにログオンした際に自動的に接続を開始する場合は、標準デスク
トップモード以外のデスクトップモードと組み合わせて使用してください。

ⓦ [OK]ボタン

設定した内容を反映します。

ⓦ [キャンセル]ボタン

設定した内容をキャンセルします。
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ユーザーアカウントの変更

ユーザーアカウントを変更する手順は以下のとおりです。

1. 「セキュリティ」ダイアログボックス内の[ユーザーアカウント]一覧から変更するユーザーを選択
し、[変更]ボタンをクリックします。

図5-5　ユーザーアカウントの変更

2. 「ユーザーアカウントの変更」ダイアログボックスを使用して変更を行います。設定変更後、[OK]
ボタンをクリックします。
※ ログオンパスワード、ユーザー権限、割り当てる接続エントリ等の設定を変更することができ
ます。

図5-6　ユーザーアカウントの変更
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ユーザーアカウントの削除

ユーザーアカウントを削除する手順は以下のとおりです。

1. 「セキュリティ」ダイアログボックス内の[ユーザーアカウント]一覧から削除するユーザーを選択
し、[削除]をクリックします。

図5-7　ユーザーアカウントの削除

2. 「ユーザアカウントの削除」ダイアログボックスが表示されますので、削除するユーザーが正しい
ことを確認し、[はい]ボタンをクリックします。

図5-8　ユーザーアカウントの削除

3. 「セキュリティ」ダイアログボックス内の[ユーザーアカウント]一覧から選択したユーザーが削除
されていることを確認してください。
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6コントロールパネルの使用
この章では、管理者コントロールパネルのアプリケーションを使用し、ローカルおよびリモートシステム
管理に役立つUS110c動作パラメータとシステム設定を設定する詳細な手順を説明します。

管理者コントロールパネルの使用（→82ページ）

6
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管理者コントロールパネルの使用
管理者コントロールパネルには、使用環境内でUS110cと組み合わせて使用する目的でアド
オンとアプリケーションを設定するために必要なツールが含まれています。[コントロール
パネル]アイコンからは、US110c設定ユーティリティ全体にアクセスできます。これらの設
定ユーティリティは、ローカル設定またはユーザー向けのリモート管理によるUS110cのデ
フォルト設定に使用できます。

図6-1　 管理者コントロールパネル

このセクションでは、以下のアイコンについて説明します（管理者および管理者以外のユー
ザーが使用できる他の[コントロールパネルl]アイコンについては、『US110c ユーザーズガ
イド』を参照してください）。

チェック 

管理者コントロールパネルの[セキュリティ]アイコンについては、ユーザーアカウントの作
成と管理」を参照してください。

ⓦ 「アドオン」 

ⓦ 「証明書」 

ⓦ 「デスクトップ」 

ⓦ 「DHCPオプション」 

ⓦ 「ELO Touch」 

ⓦ 「ELO Touch USB」 

ⓦ 「ICA」 

ⓦ 「ICAパフォーマンス」 

ⓦ 「インターネット」 

ⓦ 「言語」 

ⓦ 「ポート」 
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ⓦ 「Printers」 

ⓦ 「リモートシャドウ」 

ⓦ 「SNMP」 

ⓦ 「ツール」 

ⓦ 「TSC ライセンス」 

ⓦ 「アップグレード」 

ⓦ 「WDM」

アドオン

コントロールパネルの[アドオン]アイコンをダブルクリックすると、「アドオン」ダイアログ
ボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用すると、アドオンを追加または削
除することや、アドオンをインストールするのに十分なフラッシュメモリーがあるかどうか
を判断することができます。

チェック 

US110cは、多数のアドオン（アプリケーションと周辺機器ドライブ）がすでにインストール
された状態で出荷されます。アドオンは、必要に応じてインストールすることや削除するこ
とができます。

アドオンの追加と削除

アドオンの追加を開始する前には、[フラッシュメモリ]タブをクリックしてUS110c上のフ
ラッシュメモリのプロパティを表示し、アドオンをインストールするのに十分なフラッシュ
メモリが使用できることを確認できます。

図6-2　 アドオン - [フラッシュメモリ]タブ
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[追加/削除]タブをクリックすると、現在インストールされているアドオンの一覧が表示さ
れ、アドオンを追加および削除するためのコマンドボタンが示されます。

図6-3　 Add-on - [Add/Remove]タブ

アドオンを削除するには、アドオンを選択し、[削除]ボタンをクリックしてダイアログボッ
クスの指示に従います。

アドオンの追加は、「アップグレード」で説明しているように、[追加]ボタンをクリックする
と起動される[アップグレード]より実施できます。

チェック 

アドオンはインストールごとに再起動せずに「アップグレード」ダイアログボックスから再
度別のアドオンを連続してアップグレードすることができます。「アップグレード」ダイア
ログボックスを閉じると、再起動を求められます。 
ファームウェアイメージのアップグレードでは連続アップグレードはサポートされていませ
ん。

図6-4　 アドオン - 「アップグレード」ダイアログボックス
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証明書

コントロールパネルの[証明書]アイコンをダブルクリックすると、「証明書」ダイアログボッ
クスが表示されます。このダイアログボックスを使用すると、デジタル証明書をインポート
および削除することや、現在インストールされているデジタル証明書の詳細を表示すること
ができます。

「証明書」ダイアログ

図6-5　 証明書

ⓦ 証明書タイプ：

表示するデジタル証明書の種類を選択します。

選択後、US110cにインポートされている選択した種類のデジタル証明書が表示されま
す。

ⓦ [インポート]ボタン

US110cに証明書をインポートする「証明書をインポートします」ダイアログを起動しま
す。

※ インポートされたデジタル証明書はデジタル証明書の一覧に表示されます。

※ デジタル証明書のインポート手順につきましては、後述の「デジタル証明書のイン
ポート方法について」を参照ください。

ⓦ [詳細]ボタン

選択した証明書の詳細情報を表示する「証明書の詳細」ダイアログを起動します。

ⓦ [削除]ボタン

選択した証明書をUS110cから削除します。

※ デフォルトでインストールされている証明書は削除できません。
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デジタル証明書のインポート

「証明書」ダイアログボックスの[インポート]ボタンをクリックすると、「証明書をインポート
します」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用すると、FTP
サーバーにログオン後にデジタル証明書をインポートすることができます。

「証明書をインポートします」ダイアログ

図6-6　 証明書のインポート

ⓦ サーバ名：

証明書ファイルを取得するFTPサーバー名（またはIPアドレス）を入力します。

選択後、US110cにインポートされている選択した種類のデジタル証明書が表示されま
す。

ⓦ FTP ポート：

FTPで使用するポート番号を入力します。

ⓦ ユーザ名：

FTPサーバーにログオンするユーザー名を入力します。

ⓦ パスワード：

FTPサーバーにログオンするユーザーのパスワードを入力します。

ⓦ サーバディレクトリ：

インポートする証明書ファイルを格納してあるFTPサーバー上のフォルダ名を入力しま
す。

※ フォルダ名はFTPルートパスから入力してください。

※ フォルダ名の先頭には「¥」（円マーク）を入力してください。

ⓦ ファイル名：(*.cer, *.crt, *.pvk, *.pfx)

インポートする証明書ファイル名を入力します。

※ .cer、.crt、.pvk、.pfx形式のデジタル証明書が指定できます。

※ ファイル名は拡張子も含めて入力してください。
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ⓦ 状態：エリア

FTPサーバーへのログイン状況や証明書ファイルのダウンロード結果が表示されます。

ⓦ [ファイルをインポートします]ボタン

証明書ファイルのインポートを実行します。

※ FTPサーバーにログオンするまではグレーアウトされます。

ⓦ [接続]ボタン

設定したFTPサーバーにログオンします。

※ FTPサーバーにログオンしている間はグレーアウトされます。

ⓦ [切断]ボタン

FTPサーバーからログアウトします。

※ FTPサーバーにログオンするまではグレーアウトされます。

ⓦ [閉じる]ボタン

「証明書をインポートします」ダイアログを終了します。

デジタル証明書のインポート方法について

デジタル証明書のインポート方法は、以下の流れとなります。

1. 「証明書をインポートします」ダイアログを起動し、デジタル証明書をダウンロードするための情報
を入力してください。

2. [接続]ボタンを押下してください。

3. [状態：]エリアにて、FTPサーバーにログオンしていることを確認してください。

4. [ファイルをインポートします]ボタンを押下してください。
※ インポートする証明書によってはパスワードが必要な場合があります。
パスワード入力画面が表示された場合、適切なパスワードを入力してください。

5. [状態]エリアにて、デジタル証明書のインポートが成功したことを確認してください。

6. [切断] ボタンを押下し、FTPサーバーからログアウトしてください。

7. [閉じる]ボタンを押下してください。

8. 「証明書」ダイアログボックスにて、デジタル証明書がインストールされたことを確認してくださ
い。

以上でデジタル証明書のインポートは完了です。
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デスクトップ

コントロールパネルの[デスクトップ] アイコンをダブルクリックすると、「デスクトップの
構成」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用して、各種デス
クトップ機能を選択することができます。

チェック 

デスクトップの設定変更を行った箇所により、US110cの再起動が必要となります。再起動
後、変更した設定が有効となります。

「デスクトップの構成」ダイアログ

図6-7　 デスクトップの構成

ⓦ 標準デスクトップモード

US110c起動後、標準的なデスクトップ画面を使用する場合に選択します。

ⓦ 接続マネージャを自動起動する

「接続マネージャー」を自動起動させる場合にチェックします。

※ [標準デスクトップモード]以外が選択されている場合はグレーアウトされます。

ⓦ ロックダウンデスクトップモード

US110c起動後、接続アイコンのみが表示されるデスクトップ画面を使用する場合に選
択します。
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ⓦ 複数接続を許可する

同時に複数の仮想PCに接続する場合にチェックします。

※ 「ロックダウンデスクトップモード」以外が選択されている場合はグレーアウトされ
ます。

ⓦ キオスクモード(デスクトップのアイコン非表示 )

US110c起動後、Connection Manager、タスクバー、[スタート]メニューに[シャット
ダウン]メニューオプションのみが表示されるデスクトップを使用する場合に選択しま
す。

ⓦ Thinclientモード (デスクトップのアイコン非表示、タスクバー非表示)

US110c起動後、Connection Managerのみが表示されるデスクトップを使用する場合
に選択します。

ⓦ アイコンスペースを許可する

デスクトップアイコン間の間隔を拡大し、デスクトップアイコンのテキストを拡大する
場合にチェックします。

※ 「キオスクモード(デスクトップのアイコン非表示 )」、「Thinclient mode (デスクトッ
プのアイコン非表示、タスクバー非表示)」を選択時はグレーアウトされます。

ⓦ アイコンの整列を許可する

デスクトップ画面アイコンの位置を変更する場合にチェックします。

※ 「キオスクモード(デスクトップのアイコン非表示 )」、「Thinclient mode (デスクトッ
プのアイコン非表示、タスクバー非表示)」を選択時はグレーアウトされます。

ⓦ [スタート]メニュー上に[ファイル名を指定して実行]メニューを表示する

[スタート]メニューに[ファイル名を指定して実行]を追加する場合にチェックします。

※ 「キオスクモード(デスクトップのアイコン非表示 )」、「Thinclient mode (デスクトッ
プのアイコン非表示、タスクバー非表示)」を選択時はグレーアウトされます。

ⓦ [スタート]メニュー上の[プログラム]メニューを隠す

[スタート]メニューから[すべてのプログラム]を表示しないようにする場合にチェックし
ます。

※ 「キオスクモード(デスクトップのアイコン非表示 )」、「Thinclient mode (デスクトッ
プのアイコン非表示、タスクバー非表示)」を選択時はグレーアウトされます。

ⓦ [OK]ボタン

設定した変更を反映します。

ⓦ [キャンセル]ボタン

設定した変更をキャンセルします。



90

デスクトップ設定について

選択したデスクトップモード構成によって、US110cの特徴と機能が異なります。

以下に各モードの特徴と機能を記載致します。

標準デスクトップモード
このモードでは標準でデスクトップ画面に次のアイコンが表示されます。

◆ Internet Explorer アイコン

◆ Remote Desktop Connection アイコン

◆ 接続 アイコン

※ 接続アイコンは「[ ]」(角カッコ)に囲まれた接続タイプと共に表示されます。

※ 事前に「管理者」権限ユーザーで、[Connection Manager]から作成した各接続プロ
ファイルのショートカットを作成しておく必要があります。

このモードでは、「管理者」権限ユーザーだけが、[Connection Manager]から接続の追加・
編集・削除、作成した接続プロファイルのショートカットの作成ができます。「ユーザー」権
限ユーザーや「ゲスト」権限ユーザーでは出来ません。

「ユーザー」権限ユーザーや「ゲスト」権限ユーザーが使用できないいくつかのメニューオプ
ションがございます。

ⓦ デスクトップ画面右クリック操作で表示されるメニューでは、次のオプションが無
効です。
◆ 「貼り付け」
◆ 「ショートカットの貼り付け」
◆ 「新しいフォルダ」
◆ 「プロパティ」

ⓦ デスクトップで表示されているアイコン右クリック操作で表示されるメニューでは、
次のオプションが無効です。
◆ 「切り取り」
◆ 「コピー」
◆ 「削除」
◆ 「名前の変更」
◆ 「プロパティ」

ⓦ [スタート]メニューで、「ファイル名を指定して実行」を使用できません。

※ 「[スタート]メニュー上に[ファイル名を指定して実行]メニューを表示する」を
チェックしている場合でも使用することはできません。

ⓦ [スタート]メニュー →  [プログラム]で、「Windows Explorer」を使用できません。
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ロックダウンデスクトップモード
このモードではデスクトップ画面接続アイコンのみが表示されます。アプリケーションプロ
グラムのアイコンは 表示されません。デスクトップ画面をロックして、「管理者」権限ユー
ザーが作成して各ユーザーに割り当てた接続アイコンだけを表示します。

「ユーザー」権限ユーザーや「ゲスト」権限ユーザーは[Connection Manager]を使用すること
はできません。

ロックダウンデスクトップモードでは、各ユーザーに割り当てられている接続エントリの
ショートカット（接続アイコン）が各ユーザーのデスクトップ画面に自動で作成されます。こ
の接続アイコンは標準デスクトップモードに切り替えた後も残りますのでご注意ください。

このモードでは、「管理者」権限ユーザーだけが、[Connection Manager]から接続の追加・
編集・削除ができます。「ユーザー」権限ユーザーや「ゲスト」権限ユーザーでは出来ません。

「ユーザー」権限ユーザーや「ゲスト」権限ユーザーが使用できないいくつかのメニューオプ
ションがございます。

ⓦ デスクトップ画面右クリック操作で表示されるメニューでは、次のオプションが無
効です。
◆ 「貼り付け」
◆ 「ショートカットの貼り付け」
◆ 「新しいフォルダ」
◆ 「プロパティ」
◆ 「接続...」

ⓦ デスクトップで表示されているアイコン右クリック操作で表示されるメニューでは、
次のオプションが無効です。
◆ 「切り取り」
◆ 「コピー」
◆ 「削除」
◆ 「名前の変更」
◆ 「プロパティ」

ⓦ [スタート]メニューで、「ファイル名を指定して実行」を使用できません。

※ 「[スタート]メニュー上に[ファイル名を指定して実行]メニューを表示する」オ
プションをチェックしている場合でも使用することはできません。

ⓦ [スタート]メニュー → [プログラム]を使用できません。
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キオスクモード（デスクトップのアイコン非表示）
このモードでは、「Connection Manager」、タスクバー、[スタート]メニューに[シャットダ
ウン]メニューオプションのみが表示されるデスクトップ画面が表示されます。デスクトッ
プ画面にアプリケーションプログラムのアイコン、接続アイコンは表示されません。

このモードでは、「管理者」権限ユーザーだけが、[Connection Manager]から接続の追加・
編集・削除ができます。「ユーザー」権限ユーザーや「ゲスト」権限ユーザーでは出来ません。

「管理者」権限ユーザー、「ユーザー」権限ユーザー、「ゲスト」権限ユーザーは、
[Connection Manager]を使用して仮想PCに接続します。

Thinclient モード (デスクトップのアイコン非表示、 タスクバー非表示)
このモードでは、「Connection Manager」のみが表示されるデスクトップ画面が表示されま
す。デスクトップ画面にアプリケーションプログラムのアイコン、接続アイコンは表示され
ません。また、タスクバー、[スタート]メニューも表示されません。

このモードでは、「管理者」権限ユーザーだけが、[Connection Manager]から接続の追加・
編集・削除ができます。「ユーザー」権限ユーザーや「ゲスト」権限ユーザーでは出来ません。

「管理者」権限ユーザー、「ユーザー」権限ユーザー、「ゲスト」権限ユーザーは、
[Connection Manager]を使用して仮想PCに接続します。
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DHCPオプション

「Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバーの使用」で説明されているように
DHCPを使用してUS110cを設定およびアップグレードすると、これらのプロセスを複数の
US110cでローカルに実行する時間と手間を省けます。

コントロールパネルの[DHCP オプション]アイコンをダブルクリックすると、「DHCP オプ
ション」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用すると、必要な
DHCPオプションを選択することや、DHCPオプションをデフォルト設定にリセットするこ
とができます。DHCPオプションを変更するには、必要なボックスの現在のオプション番号
を変更します。オプション番号は、DHCPサーバーで設定されているオプション番号と一致
しなければなりません。

チェック 

図の値は、US110cのデフォルト値です。DHCPオプションの値、説明、および注意につい
ては、表1「DHCPオプション」を参照してください。

図6-8　 DHCP オプション

以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ [ベンダクラスIDを送信する]チェックボックスを選択し、DHCPベンダークラスIDを送信
できるようにします。[VID]ボックスにベンダークラスIDを入力します。最大50文字の文
字列にしてください。[ベンダクラスIDを送信する]が有効でVID文字列が指定されている
場合、DHCPクライアントは以降の再起動時にすべてのDHCP検出および要求パケットで
DHCPオプション60内のVID文字列を送信します。

ⓦ DHCPベンダークラス情報を解釈できるようにするには、[ベンダクラス情報をインタプ
リタする]チェックボックスを選択します（いったん有効になると、US110c内のDHCPク
ライアントは、DHCPサーバーが送信するオプション43に埋め込まれたDHCPオプショ
ン値を解釈します）。

ⓦ [デフォルトに戻す]ボタンをクリックすると、すべてのオプション番号がデフォルト値に
リセットされます。
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ELO Touch

※ 本機能は、現在未サポートです。

Wyse ELO Touchは、シリアルインタフェース経由でタッチモニターのドライバサポート
を提供します。ELO TouchモニターをUS110cに接続すると、ユーザーはキーボードで入
力したりマウスでポイントしたりするのではなく、モニター画面をタッチして選択すること
ができます。標準シリアルポート経由でタッチスクリーンを接続した後は、「ELO Touch
Screen」ダイアログボックスを使用してタッチスクリーンを設定および調整できます。

コントロールパネルの[Elo Touch]アイコンをダブルクリックすると、「ELO Touch
Screen」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用すると、タッ
チスクリーンを接続するシリアルポートを選択する（一部のモデルで必要）ことや、タッチス
クリーンを調整することができます（[Calibrate]をクリックしてプロンプトに従います）。

図6-9　 ELO Touch

ELO Touch USB

※ 本機能は、現在未サポートです。

Wyse ELO Touch USBは、USBインタフェース経由でタッチモニターのドライバサポー
トを提供します。ELO TouchモニターをUS110cに接続すると、ユーザーはキーボードで
入力したりマウスでポイントしたりするのではなく、モニター画面をタッチして選択するこ
とができます。標準U S Bポート経由でタッチスクリーンを接続した後は、「E L O
Calibration」ダイアログボックスを使用してタッチスクリーンを設定および調整できます。

コントロールパネルの[Elo Touch USB]アイコンをダブルクリックすると、「ELO Calibration」
ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用すると、タッチスクリー
ンを調整することができます（[Calibrate]をクリックしてプロンプトに従います）
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図6-10　 ELO Touch USB

ICA

コントロールパネルの[ICA]アイコンをダブルクリックすると、「グローバルICAクライアント
の設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用して、ショー
トカットキー、基本設定、サーバーの場所、およびICA接続時のファイアウォールの設定を
設定することができます。

ショートカットキーの設定（ICA）

ICAセッションで各種の機能を実行するショートカットキーを使用できます。ショートカッ
トキーには、ICAウィンドウの動作を制御するものや、標準的なWindowsショートカット
キーをエミュレートするものがあります。[ショートカットキー]タブ内の一覧のプルダウン
から値を選択することにより、デフォルトのショートカットキーを変更できます。無効に設
定すると、ショートカットキーは無効になります。

チェック 

これらのショートカットキーが機能するには、ICAセッションが実行されている必要があり
ます。

図6-11　 グローバルICAクライアントの設定 - [ショートカットキー]タブ
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以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ 接続の状態

ICAクライアントの接続状態を表示するメッセージを表示します。

ⓦ セッションを閉じる

ICAクライアントをサーバーから切断します。このショートカットキーを使用すると、接
続中のセッションはサーバー上で実行され続けます。セッションを実行したままにした
くない場合は、サーバーからログオフしてください。

ⓦ ESC

Esc（エスケープ）キーとして機能します。

ⓦ CTRL-ALT-DEL

接続しているサーバーの「Windows のセキュリティ」ダイアログボックスを開きます。

ⓦ CTRL-ESC

Windowsの[スタート]メニューが表示されます。

ⓦ ALT-ESC

セッション内で開いているアプリケーションを開いた順に切り替えます。

ⓦ ALT-TAB

セッション内で開いているアプリケーションを切り替えます。

ⓦ ALT-BACKTAB

セッション内で開いているアプリケーションをAlt-Tabとは逆方向に切り替えます。

基本設定項目の設定（ICA）

ICA接続の各種基本設定項目を設定するには、[基本設定]タブを使用します。

図6-12　 グローバルICAクライアントの設定 - [基本設定]タブ
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以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ シリアル番号

シリアル番号を入力します。 

こちらの項目については、Citrix社製品の中でシリアル番号の入力が必要な製品を使用す
る場合のみ入力が必要となります。シリアル番号の入力メッセージが表示されない場合
は、何も入力する必要はありません。そのままご使用ください。なお、Xen App 5.0 で
はシリアル番号の入力は必要ありません。

ⓦ デフォルトのウィンドウの色

ICAセッションのウィンドウの色を、16色、256色、High Color、True Color のいずれ
かから選択します。

ⓦ US110cの画面の色に 32bit を選択すると、US110cの再起動後に[True Color]が表示
されます。

ⓦ ICAサーバーは、[High Color]オプションが正しく機能するためには16ビットカラーを、
[True Color]オプションが正しく機能するためには24ビットカラーをサポートしている
必要があります。PPTPまたはPPPoE接続を使用する場合は、16ビットカラーモードの
ほうが、パフォーマンスが良い場合があります。指定されているウィンドウオプション
がクライアントハードウェアの能力を上回っている場合は、オペレーティングシステム
でサポートされている最大サイズと色深度が使用されます。

ⓦ PNAgent

PNAgentの[有効にする]チェックボックスでは、PNAgentおよび[設定]ボタンを有効に
することができます。PNAgentの[設定]ボタンは、サーバーのURLを入力できる
「Program Neighborhood エージェントのプロパティ」ダイアログボックスを表示しま
す。[再起動後に有効にする]チェックボックスを使用すると、US110cの再起動時に常に
PNAgentを有効にすることができます。

ⓦ  Windowsショートカットキー（Alt + Tab など）の適用先

以下のいずれかのオプションを選択します。

ⓦ 全画面デスクトップのみ

リモートデスクトップが全画面表示モードで実行されている場合、ショートカット
キーをローカルデスクトップではなくリモートデスクトップに適用します。

リモートデスクトップのサイズを全画面表示モード以外で実行している場合は、
ショートカットキーをリモートデスクトップではなくローカルデスクトップに適用
します。

ⓦ リモートデスクトップ上

ショートカットキーをローカルデスクトップではなくリモートデスクトップに適用
します。

ⓦ ローカルデスクトップ上

ショートカットキーをリモートデスクトップではなくローカルデスクトップに適用
します。
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サーバーの場所の設定（ICA）

サーバーの場所（サーバー参照とも呼ばれます）は、ユーザーがICA接続が設定されている
ネットワーク上のすべてのCitrixサーバーの一覧と公開されているすべてのアプリケーショ
ンの一覧を表示する方法を提供します。サーバーの場所の仕組みは、一覧で設定されている
ネットワークプロトコル（TCPブラウザ、TCP+HTTPブラウザ、またはSSL/TLS+HTTPS
ブラウザ）によって異なります。

図6-13　  グローバルICAクライアントの設定 - [サーバーの場所]タブ

以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ サーバーグループ

設定するサーバーグループを選択します。 

プライマリ、バックアップ１、バックアップ２を選択できます。

ⓦ 追加

サーバーアドレスおよびポートを入力できる「サーバーのアドレスの追加」ダイアログ
ボックスを開きます。

新しいサーバーは、選択されたサーバーグループに追加されます。

ⓦ 削除

選択したグループからサーバーの名前またはIPアドレスを削除します。

ⓦ グループの変更

サーバーグループ名の変更を行う「サーバーグループ名の変更」ダイアログボックスを開
きます。

ⓦ デフォルトの一覧

選択したサーバーグループのサーバー一覧をデフォルトの状態に戻します。
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ファイアウォールの設定（ICA）

Socket Secure（SOCKS）ファイアウォールを設定するには、[ファイアウォールの設定]タ
ブを使用します。SOCKSは、US110cとサーバー間でプロキシサーバーを設定するプロト
コルです。このプロキシサーバーは、US110cとサーバー間の通信チャネルとして機能しま
す。

図6-14　 グローバルICAクライアントの設定 - [ファイアウォールの設定]タブ

以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ プロキシ

[なし(直接)]、[SOCKS]、または[保護 (HTTPS)]プロキシによる接続を選択します。

ⓦ プロキシのアドレスとポート

使用されている場合は、[なし(直接)]、[SOCKS]、または[保護 (HTTPS)]プロキシサー
バーのアドレスとポートを入力します。

ⓦ Webブラウザのプロキシ設定を使用する

使用可能な場合は、このチェックボックスを選択してWebブラウザのプロキシ設定を使
用できるようにすることができます。

ⓦ SSL/TLSリレー（Relay）

使用されている場合は、セキュアソケットレイヤー（SSL）リレーのアドレスとポートを
入力します。

ⓦ ファイアウォールを介した接続で代替アドレスを使用

ファイアウォールを通り抜けるためにICAマスターブラウザから返された代替IPアドレス
の使用を有効にするには、このチェックボックスを選択します。
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ICAパフォーマンス

コントロールパネルの[ICA パフォーマンス]アイコンをダブルクリックすると、「ICA クラ
イアント パフォーマンス設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スを使用すると、ICAクライアントのキャッシュと遅延パフォーマンスの値を設定し、ユー
ザー固有の環境向けにICAのパフォーマンスを最適化できます。

図6-15　 ICAクライアントパフォーマンスの設定

デフォルトでは、ICAユーザー向けに有効になっている設定が、Citrixによるデフォルト設定
です。変更するICA設定の各チェックボックスの選択は解除できます。「ICA クライアント
パフォーマンス設定」ダイアログボックスを使用すると、以下のレジストリ設定の値を変更
できます。スライダを希望の値に設定するには、設定を行うチェックボックスの選択を解除
し、以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ Citrix デフォルトWindowsキャッシュ値を使用する

ICA接続が使用するキャッシュの量を設定します。より大きいキャッシュサイズには高速
化の恩恵があります。高速化の恩恵は、実行するアプリケーションやベンチマークに
よって大きく異なります。キャッシュ値をスライダの設定により制御します。

ⓦ Citrix デフォルト ビットマップキャッシュ値を使用する

ディスクキャッシュのサイズを設定します。この設定は、ビットマップのキャッシング
に使用できる最大ディスク空き容量を設定します。キャッシュ値をスライダの設定によ
り制御します。
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ⓦ Citrix デフォルト オーバースクロール調整値を使用する

ユーザーがMicrosoft Excelのスクロールバーでマウスボタンを押し続けた場合など、
US110cが必要以上に長い時間スクロールを続ける場合がいくつかあります。この過度
のスクロール効果は、[Citrix デフォルト オーバースクロール調整値を使用する]に1より
大きい値を設定することで抑えることができます。設定が大きいほど過度のスクロール
を抑えることができますが、一般的にスクロール速度は遅くなります。これは特にDOS
ウィンドウで顕著です。ハードウェア速度とユーザー要件に合わせて、10～35の範囲で
適切な値を選択してください。スクロール調整値をスライダの設定により制御します。

ⓦ Citrix デフォルト キーボード遅延調整値を使用する

Citrixサーバーに送信される前にキーボード入力を収集する時間間隔をミリ秒単位で指定
します。LAN環境で小さすぎる値を使用すると、小さいパケットが大量に生成され、
ネットワークのパフォーマンスに影響が出る場合があります。キーボード遅延調整値を
スライダの設定により制御します。

ⓦ Citrix デフォルト マウス遅延調整値を使用する

Citrixサーバーに送信される前にマウス入力を収集する時間間隔をミリ秒単位で指定しま
す。この設定は、マウス遅延調整値スライダの設定により制御します。

インターネット

コントロールパネルの[インターネット]アイコンをダブルクリックすると、「インターネット
設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用して、各種ブラ
ウザパラメータの設定を行います。

全般設定（インターネット）

[全般]タブでは、全般的なブラウザ設定項目を設定できます。

図6-16　インターネット設定 - [全般]タブ
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以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ ホームページ

ブラウザの起動時に表示するWebページのURLを入力します。

ⓦ 検索ページ

使用する検索エンジンのページのURLを入力します。

ⓦ キャッシュサイズ（KB）

ブラウザが使用するキャッシュサイズを設定します。

ⓦ フォントサイズ

フォントのサイズを選択します。

ⓦ キャッシュをクリア

キャッシュをクリアする場合にクリックします。

ⓦ 履歴をクリア

インターネットの履歴をクリアする場合にクリックします。

ⓦ お気に入りを有効にする

ブラウザのお気に入り機能を有効にする場合に選択します。

接続設定（インターネット）

ブラウザは、プロキシサーバー経由でインターネットにアクセスできます。プロキシサー
バーは、一般的に、Webコンテンツをフィルタリングおよびキャッシングするファイア
ウォールを提供することによりセキュリティを強化します。[接続]タブを使用すると、プロ
キシサーバーの場所、使用ポート、ローカルアドレスにプロキシサーバーを使用するかどう
かを設定できます。[詳細設定]ボタンをクリックすると「プロキシの詳細設定」ダイアログに
て例外を設定できます。

図6-17　 インターネット設定 - [接続]タブ
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セキュリティ設定（インターネット）

[セキュリティ]タブでは、インターネットセキュリティ設定を設定できます。[サイト]とセ
キュリティの[設定]を設定するには、アイコンを選択し、[サイト]または[設定]をクリックし
てプロンプトに従います。

図6-18　 インターネット設定 - [セキュリティ]タブ

プライバシー設定（インターネット）

[プライバシー]タブでは、ブラウザのクッキーの設定を設定できます。デフォルトのプライ
バシーレベルを復元する場合は、[デフォルト]ボタンをクリックします。詳細なプライバ
シー設定を行う場合は、[詳細設定]ボタンをクリックします。[サイトごとのプライバシー操
作]を設定する場合は、[サイト]ボタンをクリックします。

図6-19　 インターネット設定 - [プライバシー]タブ

詳細設定（インターネット）

[詳細設定]タブでは、詳細なブラウザの設定を設定できます。

図6-20　 インターネット設定 - [詳細設定]タブ
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ポップアップ設定（インターネット）

[ポップアップ]タブでは、ブラウザの[ポップアップ Windows]の設定が行えます。[ポップ
アップをブロックする]を選択した場合は、[例外]および[詳細設定]ボタンをクリックして、
さらにポップアップの例外およびポップアップフィルターを設定できます。

図6-21　 インターネット設定 - [ポップアップ]タブ

言語

コントロールパネルの[言語]アイコンをダブルクリックすると、「言語オプション」ダイアログ
ボックスが表示されます。

図6-22　 言語オプション

ポート

※ 本機能は、現在未サポートです。

COMポートを使用するほとんどのアプリケーションは、ポート設定用のUIを提供していま
す。このようなUIがない場合（たとえば、シリアルポートに接続されているUS110cプリン
タの設定など）でも、「ポートの構成」ダイアログボックスを使用できます。

コントロールパネルの[ポート]アイコンをダブルクリックすると、「ポートの構成」ダイアロ
グボックスが表示されます。このダイアログを使用すると、現在US110c上にあるI/Oポー
トを有効または無効にし、COMポートに必要な設定項目を設定できます。
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図6-23　 ポートの構成

[ポート]選択項目をさらに設定する場合は、[構成]ボタンをクリックします。例えば[ポート]
一覧でCOMポートを選択している場合、[ボーレート]、[データビット]、[パリティ]、[ス
トップビット]、[フロー制御]などのシリアルポートパラメータを設定する必要がある場合、
LPT1またはLPT8ポートが選択されておりプリンタ状態のチェックの遅延を設定する必要が
ある場合などです。

プリンタ

※ ネットワークプリンタ・ローカルプリンタの使用は、現在未サポートです。

コントロールパネルの[プリンタ]アイコンをダブルクリックすると、｢プリンタ｣ダイアログ
ボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用すると、US110cユーザーに使用
させるプリンタを管理できます。ネットワーク、ローカル、またはRDP/ICAプリンタを追
加および管理できます。

図6-24　 [Printers]ウィンドウ
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RDP/ICA用ローカルプリンタの追加

ここではRDP/ICA用ローカルプリンタの追加手順を記載します。

US110cにUSBケーブルで直接プリンタを接続してください。
“RDP/ICAのプリンタの追加”をダブルクリックするとプリンタの追加ウィザードが表示さ
れます。“ローカルプリンタの追加”を選択し、[次へ]ボタンを押下してください。

図6-25　 [プリンタ追加ウィザード]‐プリンタ方式(ローカルプリンタ)

ⓦ プリンタポートの選択

ここではUS110cに接続されたプリンタ構成を作成するので｢USB Printer(“ローカルの
プリンタ名” “内部管理用ID”)｣を選択し、[次へ]ボタンを押下してください。US110cに
プリンタが正しく接続されていない場合などにはこのポートは表示されません。

図6-26　 [プリンタ追加ウィザード] ‐ポートの選択(ローカルプリンタ)
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ⓦ モデル名入力

モデル名入力します。一覧よりRDP/ICAで使用するプリンタモデルを選択してくださ
い。
モデル名はPC側に設定したプリンタのモデル(プリンタドライバ名)と同一でなければな
りません。詳細は後述の｢モデル名の確認方法｣を参照ください。

図6-27　 [プリンタ追加ウィザード] ‐モデル名入力(ローカルプリンタ)

使用するプリンタが一覧にない場合は｢カスタムプリンタを作成してください｣チェック
ボックスにチェックを入れることにより表示される図6-28にて手入力でモデル名を設定
することが可能になります。

 

図6-28　 [プリンタ追加ウィザード] ‐カスタムプリンタ（ローカルプリンタ）
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ⓦ プリンタのニックネームの入力

任意のプリンタ名を入力し、[完了]ボタンを押下してください。

以上でローカルプリンタの追加は完了です。

図6-29　 [プリンタ追加ウィザード] ‐ニックネーム(ローカルプリンタ)

ⓦ 追加プリンタの確認

構成したプリンタが追加されていることを確認します。

図6-30　 追加プリンタの確認‐ローカルプリンタ
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モデル名の確認方法

モデル名はPC側に設定したプリンタのモデル(プリンタドライバ名)と同一でなければなりま
せん。PCのコントロールパネルから｢プリンタとFAX｣を開き該当するプリンタ設定のプロ
パティで確認します。

図6-31　 接続マシン上のプリンタ

モデルに表示されているモデル名を確認します。

図6-32　 モデル名確認



110

RDP/ICA用ネットワークプリンタの追加

ここではRDP/ICA用ネットワークプリンタの追加手順を記載します。

“RDP/ICAのプリンタの追加“をダブルクリックするとプリンタの追加ウィザードが表示さ
れます。”ネットワークプリンタの追加“を選択し、[次へ]ボタンを押下してください。

図6-33　 [プリンタ追加ウィザード] ‐プリンタ方式(ネットワークプリンタ)

ⓦ 接続方法の選択

ここでは“ネットワークドメインサーバかワークグループの共有名で接続する“を選択し
た場合の手順を記載します。
“ネットワークドメインサーバかワークグループの共有名で接続する“を選択し、[次へ]ボ
タンを押下してください。

図6-34　 [プリンタ追加ウィザード] ‐接続方法(ネットワークプリンタ)
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ⓦ ネットワークパスの入力
ネットワークパスを入力して、[次へ]ボタンを押下してください。

図6-35　  [プリンタ追加ウィザード] ‐ネットワークパスの選択

ⓦ モデル名入力

モデル名入力します。一覧よりRDP/ICAで使用するプリンタモデルを選択してくださ
い。

モデル名はPC側に設定したプリンタのモデル(プリンタドライバ名)と同一でなければな
りません。詳細は上述の｢モデル名の確認方法｣を参照ください。

図6-36　 [プリンタ追加ウィザード] ‐モデル名入力(ネットワークプリンタ)



112

使用するプリンタが一覧にない場合は｢カスタムプリンタを作成してください｣チェック
ボックスにチェックを入れることにより表示される図6-37にて手入力でモデル名を設定
することが可能になります。

図6-37　 [プリンタ追加ウィザード] ‐カスタムプリンタ（ネットワークプリンタ）

ⓦ プリンタのニックネームの入力
任意のプリンタ名を入力し、[完了]ボタンを押下してください。
以上でネットワークプリンタの追加は完了です。

図6-38　 [プリンタ追加ウィザード] ‐ニックネーム(ネットワークプリンタ)
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ⓦ 追加プリンタの確認

構成したプリンタが追加されていることを確認します。

図6-39　 追加プリンタの確認‐ネットワークプリンタ

プリンタのプロパティ

プリンタのアイコンを選択してプロパティをクリックするとプリンタのプロパティを参照で
きます。

プリンタの削除

プリンタのアイコンを選択して削除をクリックします。
削除の確認ダイアログが表示されますので、削除する場合は[OK｣ボタンを押下してくださ
い。
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リモートシャドウ

VNC（リモートシャドウ）を使用すると、VNC Viewerを実行するリモートシステムが
US110cをシャドウイングし、US110cのユーザーインタフェースをリモートで操作できま
す。

コントロールパネルの[リモートシャドウ]アイコンをダブルクリックすると、「リモートシャ
ドウのセットアップ」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用
すると、[リモートシャドウ]設定項目を設定し、VNC(リモートシャドウ）サーバーを起動ま
たは停止できます。

図6-25　 リモートシャドウのセットアップ

以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ パスワードを有効にする

US110cのリモートシャドウイングを実行する前にユーザーがパスワードを入力する必
要があるパスワード機能を有効にする場合に選択します。

ⓦ パスワード

各パスワードボックスにパスワードを入力します。VNC(リモートシャドウ）サーバー
は、Viewer接続を許可するためにパスワードを要求します。パスワードはセキュリティ
目的で暗号化され、レジストリに格納されます。

ⓦ VNCを停止 または VNCを開始

[VNCを停止]または[VNCを開始]を使用してVNC(リモートシャドウ）サーバーを停止ま
たは起動します（コマンドボタンのタイトルは、VNC(リモートシャドウ）サーバーが動作
中かどうかによって異なります）。

ⓦ 詳細設定

[詳細設定]をクリックし、「詳細設定」ダイアログボックスを使用して追加設定項目を設定
します。
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図6-26　 リモートシャドウ - 詳細設定

以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ 起動時に開始する

US110cの起動時にVNC(リモートシャドウ）サーバーを起動する場合、このチェック
ボックスを選択します。

ⓦ 接続の許可を確認する

Viewer接続を許可するかどうかをユーザーに選択させるダイアログボックスをサーバー
に表示する場合、このチェックボックスを選択します。このダイアログボックスでタイ
ムアウトが発生した場合は、接続が許可されます。（秒単位で）入力した時間内に自動接
続を許可するには、[AutoAccept]チェックボックスを選択します。

ⓦ 接続者からの入力を有効にする

クライアントのVNC ViewerユーザーがリモートUS110cでキーボードとマウスを使用で
きるようにする場合は、このチェックボックスを選択します。

ⓦ 自動でポートを選択する

通信ポートのネゴシエーションを自動的に許可する場合、このチェックボックスを選択
します。このチェックボックスが選択されている場合、[ディスプレイナンバー]は無効に
なります。

ⓦ 接続者のカーソルを表示する

VNC Viewerがサーバーカーソルの形と位置を表示できるようにする場合、このチェッ
クボックスを選択します。チェックが入っていない場合は、ローカルカーソルの位置だ
けがViewerに表示されます。VNCのパフォーマンスを向上させるために、[接続者のカー
ソルを表示する]の選択は解除することをお勧めします。

ⓦ ディスプレイナンバー

通常、0（ゼロ）です。この項目により、VNC Viewerは特定のポートオフセットを表示す
ることを求められます。

ⓦ シャドウ終了後メッセージを表示する

リモートシャドウ終了後、US110cにメッセージを表示します。

ⓦ インフォメーション

ライセンス情報を表示します。
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チェック 

リモートシャドウアイコンは、従来のWindows WinVNCサーバーのように様々なポーリン
グ設定を表示するわけではありません。これらは、レジストリで設定できます。設定はレジ
ストリ内で維持され、VNC(リモートシャドウ）サーバーによって読み取られます。

Java Virtual Machine とリモートシャドウの使用

WebブラウザにJava Virtual Machineがインストールされている場合は、HTTPを使用して
リモートシャドウ機能をWebブラウザと組み合わせて使用することができます。

図6-27　 VNCとJVM

ポート5800でUS110cをVNCサーバーに接続すると、標準ビュワーの代わりにJavaベース
のビュワーが開始されます。

図6-28　 [VNC Authentication]画面

[VNC Authentication]画面が表示されたら、パスワードを入力します。
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SNMP

SNMPを使用したアップグレードは、未サポートです。

US110cは、標準的な第三者の簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）ツールを使用して
管理できます。SNMPは、複雑なネットワークを管理するためのプロトコルのセットです。
SNMPは、プロトコルデータユニット（PDU）と呼ばれるメッセージをネットワークの複数の
部分に送信して役目を果たします。SNMP準拠のデバイス（エージェントと呼ばれます）は、
自分自身に関するデータを管理情報ベース（MIB）に格納し、このデータをSNMPの要求者に
返します。コントロールパネルの[SNMP]アイコンをダブルクリックすると、「SNMP ネッ
トワーク管理」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用して、
SNMP管理に必要な各種パラメータを設定します。

[エージェント]タブでは、エージェントの選択設定項目を設定できます。

図6-29　 SNMP - [エージェント]タブ

以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ  [SNMPの更新を有効にする]エリア

このエリアの管理項目には、SNMPによるファームウェアの更新を有効にするチェック
ボックスと、US110cの物理的な場所およびUS110c担当者の名前を入力するボックス
などがあります。

ⓦ [カスタムフィールド]エリア

これらのボックスは、SNMPマネージャが要求する補足情報を提供するために使用しま
す。
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ⓦ [トラップ]エリア

ⓦ コミュニティ名

SNMPコミュニティは、SNMPエージェントと1つ以上のSNMPマネージャ間の論理
的な関係です。コミュニティには名前があり、そのコミュニティのすべてのメンバー
は同じアクセス権限を持ちます。SNMP管理のためにUS110cが参加するコミュニ
ティの名前を選択します（デフォルトコミュニティはpublicです）。

ⓦ コミュニティを追加

[コミュニティ名]一覧にコミュニティ名を追加するには、[コミュニティを追加]をク
リックしてコミュニティ名を入力し、[OK]をクリックします。

図6-30　 SNMP - コミュニティ名

ⓦ コミュニティを削除

[コミュニティ名]一覧からコミュニティ名を削除するには、コミュニティを選択し、
[コミュニティを削除]をクリックして、[OK]をクリックします。

ⓦ [トラップ送信先]エリア

（特定のネットワーク活動が発生すると、エージェントは、トラップと呼ばれる一方的な
レポートをNMSに送り返します。このトラップは、様々なイベントを発生させることが
できます）。

ⓦ 追加

NMSトラップサーバーを[トラップ送信先]一覧に追加するには、[追加]をクリック
し、US110cがトラップを送信するサーバーの[ホスト名またはIPアドレス]を入力
し、[OK]をクリックします。

図6-31　 SNMP - ホスト名あるいはIPアドレス
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ⓦ 編集

[トラップ送信先]一覧のNMSトラップサーバーを編集するには、NMSトラップサー
バーを選択し、[編集]をクリックして設定を行い、[OK]をクリックします。

ⓦ 削除

[トラップ送信先]一覧からNMSトラップサーバーを削除するには、NMSトラップ
サーバーを選択し、[削除]をクリックして設定を行い、[OK]をクリックします。

[セキュリティ]タブでは、セキュリティの選択設定項目を設定できます。

図6-32　 SNMP - [セキュリティ]タブ

以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ [認証失敗トラップを有効にします]エリアでは、認証失敗トラップを有効にすることや、
[利用可能なコミュニティ名]に権限の設定を許可することができます。

ⓦ 追加

[利用可能なコミュニティ名]一覧にコミュニティ名を追加するには、[追加]をクリッ
クして[コミュニティ名]を入力し、[権限]一覧から権限を選択して[OK]をクリックし
ます。

図6-33　 SNMP - [コミュニティ名]と[権限]
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ⓦ 編集

[利用可能なコミュニティ名]一覧のコミュニティ名を編集するには、コミュニティ名
を選択し、[編集]をクリックして設定を行い、[OK]をクリックします。

ⓦ 削除

[利用可能なコミュニティ名]一覧からコミュニティ名を削除するには、コミュニティ
名を選択し、[削除]をクリックして[OK]をクリックします。

ⓦ [SNMPパケット]オプションエリアでは、SNMPパケットを受け付けることができるホ
ストの選択を許可します。選択項目[任意のホストからSNMPパケットを受け付けます]で
すべてのホストをグローバルに許可するか、[これらのホストからSNMPパケットを受け
付けます]を選択して一覧に表示される特定のホストだけを許可することができます。以
下のガイドラインを使用して、ホストを追加または編集することや、一覧から削除する
ことができます。

ⓦ 追加

[ホストからSNMPパケットを受け付ける]一覧にホストを追加するには、[追加]をク
リックしてホストを入力し、[OK]をクリックします。

図6-34　 SNMP の設定

ⓦ 編集

[ホストからSNMPパケットを受け付ける]一覧のホストを編集するには、ホストを選
択し、[編集]をクリックして設定を行い、[OK]をクリックします。

ⓦ 削除

[ホストからSNMPパケットを受け付ける]一覧からホストを削除するには、ホストを
選択して[削除]をクリックし、[OK]をクリックします。
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ツール

コントロールパネルの[ツール]アイコンをダブルクリックすると、[ツール]ウィンドウが表
示されます。ネットワークテストツールのPingとトレースルートは、ネットワーク接続を確
認するために使用できます。IPConfigは、IPアドレスを管理するために使用できます。

図6-35　 ツール

以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ Ping

[Ping]アイコンをダブルクリックすると、「Ping」ダイアログボックスが開きます。この
ダイアログボックスを使用すると、Packet InterNet Groper（ping）診断ユーティリティ
を実行できます。Pingは、ネットワークホストにエコー要求を送信する診断ツールで、
応答メッセージを表示します。hostパラメータには、有効なホスト名またはIPアドレス
が入ります。ホストが動作可能な状態でネットワーク上に存在する場合は、エコー要求
に応答します。デフォルトでは、エコー要求が4回送信されます。pingユーティリティは
1秒に1回エコー要求を送信し、往復時間およびパケット損失の統計を計算します。ま
た、計算完了時にはメッセージエリアに短い要約を表示します。

pingユーティリティは、以下の目的で使用します。

ⓦ ネットワークおよび様々な外部ホストの状態を判断する

ⓦ ハードウェアおよびソフトウェアの問題を追跡し、切り分ける

ⓦ ネットワークレイテンシをテストおよび評価する

ⓦ 名前のみ分かっているホストのIPアドレスを特定する
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図6-36　 Ping

ⓦ トレースルート

[トレースルート]アイコンをダブルクリックすると、「TraceRt」ダイアログボックスが開
きます。このダイアログボックスを使用すると、tracert診断ユーティリティを実行でき
ます。tracertユーティリティは、US110cからネットワークホストまでのパスを追跡
し、応答メッセージを表示します。hostパラメータには、有効なホスト名またはIPアド
レスが入ります。

図6-37　 Trace Rt
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ⓦ IP Config

[IpConfig]アイコンをダブルクリックすると、「IpConfig」ダイアログボックスが開きま
す。このダイアログボックスを使用すると、ネットワークアダプタを表示および選択
し、必要な場合は、DHCP IPアドレスを解放または更新できます（DHCP IPアドレスを
解放する場合は[リリース]を、DHCP IPアドレスを更新する場合は[更新]をクリックしま
す）。

図6-38　 IP Config
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TSCライセンス

Windows 2003 Server または Windows 2008 Serverを使用する場合は、ネットワーク
上のアクセス可能な場所にターミナルサービスクライアントアクセスライセンス（TSCAL）
サーバーが常駐している必要があります。このサーバーは、デバイス単位で一時ライセンス
（120日間有効）を付与します。この一時ライセンスの有効期間（120日間）が終了した後は、
TSCALを購入してTSCALサーバーにインストールする必要があります（一時ライセンスま
たは永久ライセンスなしで接続することはできません）。

コントロールパネルの[TSC ライセンス]アイコンをダブルクリックすると、「ターミナル
サーバークライアントライセンス」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボッ
クスを使用すると、使用可能なライセンスを管理できます。[削除]をクリックすると、選択
したライセンスを削除できます。

図6-39　 ターミナルサーバークライアントライセンス
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アップグレード

コントロールパネルの[アップグレード]アイコンをダブルクリックすると、「アップグレー
ド」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスは、手動アップグレード
または自動アップグレードに必要な情報を設定するために使用します。
（アップグレードの方法については、本ガイド[ソフトウェアのアップグレード概要]の項を参
照してください。）
 
※ ファームウェアのバージョンによっては画面と各項目の表示が異なっていることがあり
ます。

[手動]タブ

図6-40　 アップグレード - 手動タブ

ⓦ DHCPサーバーのFTP情報を使用する

DHCPサーバーから、サーバー名、サーバーディレクトリの情報を取得する場合に選択
します。

ⓦ FTP情報を設定する

サーバー名、サーバーディレクトリを手動で設定する場合に選択します。

ⓦ サーバー名

サーバー名またはIPアドレスを入力します。

※ [DHCPサーバーのFTP情報を使用する]を選択時はグレーアウトされます。

ⓦ サーバーディレクトリ

サーバーディレクトリを入力します。

※ [DHCPサーバーのFTP情報を使用する]を選択時はグレーアウトされます。
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ⓦ ユーザーID

FTPサーバーログオン時のユーザーIDを入力します。

ⓦ パスワード

FTPサーバーログオン時のパスワードを入力します。

ⓦ パスワードを保存する

FTPサーバーログオン時のパスワードを保存する場合にチェックします。

ⓦ セキュア (HTTPS) アップグレード

セキュア(HTTPS)な通信でアップグレードを実行する場合にチェックします。

ⓦ [アップグレード]ボタン

アップグレードを実行します。

※ サーバー名、サーバーディレクトリに情報を入力するまではグレーアウトされます。

[自動]タブ

図6-41　 アップグレード - 自動タブ

ⓦ 自動アップグレードを使用する

自動アップグレードを行う場合にチェックします。

ⓦ DHCPサーバーのFTP情報を使用する

DHCPサーバーから、サーバー名、サーバーディレクトリの情報を取得する場合に選択
します。

ⓦ FTP情報を設定する

サーバー名、サーバーディレクトリを手動で設定する場合に選択します。
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ⓦ サーバー名

サーバー名またはIPアドレスを入力します。

※ [DHCPサーバーのFTP情報を使用する]を選択時はグレーアウトされます。

ⓦ サーバーディレクトリ

サーバーディレクトリを入力します。

※ [DHCPサーバーのFTP情報を使用する]を選択時はグレーアウトされます。

ⓦ ユーザーID

FTPサーバーログオン時のユーザーIDを入力します。

ⓦ パスワード

FTPサーバーログオン時のパスワードを入力します。

ⓦ 追加

アドオンのアップグレードエリアにアドオン情報を追加する「FTPサーバー情報」ダイア
ログを起動します

※ [DHCPサーバーのFTP情報を使用する]を選択時はグレーアウトされます。

ⓦ 編集

アドオンのアップグレードエリアで選択したアドオン情報を編集します。

※ [DHCPサーバーのFTP情報を使用する]を選択時はグレーアウトされます。

ⓦ 削除

アドオンのアップグレードエリアで選択したアドオン情報を削除します。

※ [DHCPサーバーのFTP情報を使用する]を選択時はグレーアウトされます。

ⓦ セキュア (HTTPS) アップグレード

セキュア(HTTPS)な通信でアップグレードを実行する場合にチェックします。

「FTPサーバー情報」ダイアログ

図6-42　 FTPのサーバー情報

ⓦ サーバー名

サーバー名またはIPアドレスを入力します。

ⓦ サーバーディレクトリ

サーバーディレクトリを入力します。
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ⓦ ユーザーID

FTPサーバーログオン時のユーザーIDを入力します。

ⓦ パスワード

FTPサーバーログオン時のパスワードを入力します。

ⓦ OK

入力した内容を[アドオンのアップグレード]エリアに登録します。

ⓦ キャンセル

入力した内容をキャンセルします。

WDM

Wyse Device ManagerTM（WDM）サーバーは、ネットワーク管理サービスをUS110cに対
して行うことができます。 
（リモートシャドウ、再起動、シャットダウン、Wake-On-LAN、デバイスの自動認識、デバ
イスプロパティの変更などの機能）

チェック 

WDMに関する情報は、NECのシンクライアントシステムのサポート情報ページ
http://www.nec.co.jp/products/thinclient/support を参照ください。

WDM Agentは、ファームウェアのアップグレードの実行などの特定のリモート管理タスク
を実行するために、US110cおよびWDMシステムとのインタフェース内に常駐するコン
ポーネントです。たとえば、デバイスのWDM AgentはWDMシステムに定期的にチェッ
クインし、チェックイン時に、デバイスとデバイスの基本情報を再検出します。そのデバイ
スのアップグレードが保留になっている場合、WDMはアップグレードをデバイスに配布し
ます。

コントロールパネルの[WDM]アイコンをダブルクリックすると、「WDM のプロパティ」ダ
イアログボックスが表示されます。このダイアログボックスは、US110cに常駐するWDM
Agentを設定するために使用できます。

図6-43　 WDM のプロパティ
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以下のガイドラインに従ってください。

ⓦ IPアドレス

WDMサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。この項目が入力されていない
場合、WDM Agentは同じサブネットで使用可能なWDMサーバーを検索します。複数の
WDMサーバーが存在する場合や、WDMサーバーがUS110cと別のサブネット上にある
場合は、必要なWDMサーバーのIPアドレスを入力する必要があります。

ⓦ ポート

WDMサーバーがHTTPを使用してWDMと通信するTCPポート番号（HTTP）を入力しま
す。

ⓦ Secure ポート

WDMサーバーがHTTPSを使用してWDMと通信するTCPポート番号（HTTPS）を入力し
ます。

ⓦ 場所と連絡先

場所と連絡先を入力します。

ⓦ [カスタムフィールド]エリア

これらのボックスは、WDMが要求する補足情報を提供するために使用します。

チェック 

 WDMの入手については、本ガイド[Wyse Device Managerソフトウェアを使用したリモー
ト管理]の項を参照してください。

電源オプション

コントロールパネルの[電源オプション]アイコンをダブルクリックすると、「電源オプション
のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用して、
US110cの電源オプションを設定することができます。

チェック 

電源オプションの設定変更後、US110cの再起動が必要となります。再起動後、変更した設
定が有効となります。

図6-44 電源オプションのプロパティ
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ⓦ クライアントの電源スキームを設定する

US110cの電源設定を行う場合にチェックします。

※ ファームウェアのバージョンによっては“シャットダウン、アイドル、コンピュータ
のタイムスケジュール”と表示されている事がございます。

ⓦ シャットダウンをスケジュールする

US110cを指定したスケジュールでシャットダウンさせる場合にチェックします。

※ ファームウェアのバージョンによっては“シャットダウンをスケジュール”と表示さ
れている事がございます。

ⓦ 再起動をスケジュールする

US110cを指定したスケジュールで再起動させる場合にチェックします。

※ ファームウェアのバージョンによっては“再スケジュール”と表示されている事がご
ざいます。

ⓦ 日

指定したスケジュールを実行する曜日をリストから選択し、時間を設定します。

※ [クライアントの電源スキームを設定する]にチェックがない場合は、グレーアウトさ
れます。

※ 時は0～23までの値、分は0～59までの値をそれぞれ設定することができます。

※ ファームウェアのバージョンによっては時を設定する箇所の表示が“営業”と表示さ
れていることがございます。

ⓦ 警告メッセージを表示する

警告メッセージを表示する場合にチェックします。

ⓦ 保存する

設定した内容を保存します。

ⓦ キャンセル

設定した内容をキャンセルします。
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7システム管理
この章では、US110cシンクライアント環境の保守に必要な日常業務の遂行に役立つローカルおよびリモー
トシステムの管理情報を説明しています。

Wyse Device Managerソフトウェアを使用したリモート管理（→133ページ）

ソフトウェアのアップグレード概要（→134ページ）

7
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ここでは、以下の内容を説明します。

ⓦ 「Wyse Device Managerソフトウェアを使用したリモート管理」 

ⓦ 「[アップグレード]を使用したアップグレード」 

ⓦ 「DHCPオプションを使用したアップグレード」 

ⓦ 「US110cのBIOS設定へのアクセス」 

ⓦ 「工場出荷時設定にUS110cをリセットする」 

ⓦ 「セットアップウィザードの使用」
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Wyse Device Managerソフトウェ
アを使用したリモート管理

Wyse Device ManagerTM（WDM）サーバーは、ネットワーク管理サービスをUS110cに対
して行うことができます。 
（リモートシャドウ、再起動、シャットダウン、Wake-On-LAN、デバイスの自動認識、デバ
イスプロパティの変更などの機能）

チェック 

WDMに関する情報は、NECのシンクライアントシステムのサポート情報ページ
http://www.nec.co.jp/products/thinclient/support を参照ください。

US110cでのWDM Agentの設定については、本ガイドの[WDM]を参照してください。
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ソフトウェアのアップグレード概要
ソフトウェアのアップグレードは、アップグレードモジュールのバージョンにより動作が異
なります。
ソフトウェアのバージョンは、US110cのRAMおよびフラッシュメモリの両方のイメージに
埋め込まれています。このバージョン情報は、FTPサーバー上のイメージをUS110c上で現
在読み込まれているフラッシュイメージと比較するために使用されます。
比較の際には、メジャーリビジョン番号がマイナーリビジョン番号よりも優先されます。ま
た、マイナーリビジョン番号はビルド番号よりも優先されます。アップグレードが現在の
US110cにインストールされているバージョンより新しいかどうかは、イメージ名とタイム
スタンプにより判断します。

チェック 

コードIDは、メジャーリリースID、マイナーリリースID、ビルド番号ID、およびサブビルド
番号ID（サブビルド番号は、0の場合は表示されません）の4つの部分に分割されます。各部
分は、同じ形式の現在のコード内部IDと比較されます。ファイルIDが大きい場合は、アップ
グレードが実行されます。ファイルIDが小さい場合は、アップグレードが中止されます。
ファイルIDが等しい場合は、ビルドIDが等しいことが分かりアップグレードが中止されるま
で、次の条件が調べられます。ベータ版を使用している場合や、メジャー番号とマイナー番
号は同じでビルドが最新のリリースを再インストールする必要がある場合は、ビルド番号を
使用するこの比較プロセスが重要なことがあります。

US110cファームウェアのアップグレード、アドオンの追加インストールなどを行うには、
次の方法があります。アップグレードを実施前にUS110cのフラッシュメモリに充分な空き
容量があることを確認する必要があります。

① WDM を使用したアップグレード

② [アップグレード]を使用した手動アップグレード/自動アップグレード

チェック 

ⓦ アップグレードモジュールの格納先としてFTPサーバーが必要です。また、Anony-
mousアクセスを有効とする場合は事前にFTPサーバーにAnonymousアクセスの設定
を行ってください。

ⓦ コントロールパネルの[アップグレード]アイコンを実行すると、「アップグレード」ダイ
アログボックスが表示されます。このダイアログボックスは、手動アップグレード/自
動アップグレードに必要な情報を入力するために使用します。

ⓦ US110cのファームウェア、またはアドオンをアップグレードすることができます。

ⓦ アップグレード時に、DHCPサーバのFTP情報を使用する場合は、US110cのIPアドレ
スをDHCPから取得するように設定する必要があります。[コントロールパネル] - [ネッ
トワーク]アイコンから設定できます。 
また、DHCPサーバからFTP情報を使用する場合の[サーバー名] と [サーバーディレク
トリ」は、デフォルトではDHCPオプション番号161と162で指定します。

重要 

ⓦ より新しいソフトウェアバージョンへのアップグレードでは、アップグレードプロセス
中、US110cの設定は保持されます。ただし、ソフトウェアのより古いバージョンに
ダウングレードする場合は、次回のUS110c起動時に、セットアップウィザードが起
動されます。このウィザードで、初期設定を再設定してください（セットアップウィ
ザードについては、「セットアップウィザードの使用」を参照してください。）

ⓦ US110cのアップグレード中にUS110cの電源を遮断するとUS110cのフラッシュ
メモリが破損する恐れがございます。そのため、アップグレード中にUS110cの電源
を切ることは絶対に行わないでください。
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US110cの簡単なリモートネットワーク管理サービスを行うにはWDMがお勧めですが、
「アップグレード」ダイアログボックスで設定を行うことにより、手動または自動でUS110c
のファームウェアまたはアドオンをアップグレードまたはインストールできます。
アップグレードまたはインストールの実施前にUS110cの利用可能なフラッシュメモリに充
分な空き容量がある事をご確認ください。

フラッシュメモリの空き容量の確認手順

1. 「管理者」権限ユーザーでUS110cにログオンします。

2. [スタート] → [ 設定]→ [ コントロール パネル] を起動します。

3. [アドオン]アイコンを実行して、「アドオン」ダイアログを起動します。

4. 「フラッシュメモリ」タブを選択します。

5. フラッシュメモリの合計使用容量と空き容量を確認します。

図7-1　フラッシュメモリの空き容量の確認手順
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WDM を使用したアップグレード

WDMにアップグレードモジュールを登録し、配信することによりUS110cのファームウェ
アまたはアドオンをアップグレードまたはインストールすることができます。

※ WDMを使用しての配信方法などの詳細情報は、NECのシンクライアントシステムのサ
ポート情報ページ http://www.nec.co.jp/products/thinclient/support を参照くださ
い。

WDMを使用したアップグレードは以下の流れとなります。

1. WDMにアップグレードモジュールを登録します。

2. 登録を行ったアップグレードモジュールをアップグレードするUS110cに対して配信設定を行い
配信を実行します。

[アップグレード]を使用したアップグレード

事前に本ガイド[FTPファイルサーバーを使用する場合]の項をよくお読みになった上で実施
して頂きますようお願い致します。

「アップグレード」ダイアログボックスで設定を行うことにより、手動または自動でUS110c
のファームウェアまたはアドオンをアップグレードまたはインストールすることができま
す。

[アップグレード]を使用したアップグレードを行うには、FTPサーバーのFTPルート内の１
つのディレクトリに次のファイルを事前に全て格納してください。

◆ アドオン バイナリ イメージ (*.bin)

◆ 関連するパラメータ初期化ファイル (params.ini)

DHCPオプションを使用したアップグレードを行う場合は、本ガイドの[DHCPオプションを
使用したアップグレード]の項を参照ください。

手動アップグレード（アドオン）

1. 「管理者」権限ユーザーでUS110cにログオンします。

2. [スタート] → [設定]→ [コントロール パネル] を起動します。

3. [アップグレード]アイコンを実行して、「アップグレード」ダイアログを起動します。

4. [手動]タブを選択してください。
※ ファームウェアのバージョンによっては[ローカル]と表示されている場合がございます。

5. アップグレードを行う環境に合わせて、各内容を設定してください。
※ 各設定内容については本ガイドの[アップグレード]の項を参照ください。
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図7-2　アップグレード- 手動アップグレード（アドオン）_2

6. 設定完了後、[アップグレード]ボタンを押下します。

7. 「ファームウェアアップグレード」ダイアログが表示され、アップグレードモジュールのダウン
ロードが開始されます。ダウンロード中はステータスに情報メッセージが表示されます。

図7-3　アップグレード- 手動アップグレード（アドオン）_3

8. アップグレードモジュールのダウンロードが完了すると、アップグレードの確認メッセージが表
示されます。アップグレードを行う場合は[開始]ボタンを押下します。
※ アップグレードをキャンセルする場合は[キャンセル]ボタンを押下します。

図7-4　アップグレード- 手動アップグレード（アドオン）_4
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9. アップグレードが実行されます。アップグレード中はダイアログに処理ステータスが表示されま
す。

図7-5　アップグレード- 手動アップグレード（アドオン）_5

10. アップグレード完了後、「アップグレード」ダイアログが表示されます。
[OK]ボタンを押下し「アップグレード」ダイアログを終了します。

11. 再起動を促すダイアログが表示されるので[再起動]ボタンを押下します。

図7-6　アップグレード- 手動アップグレード（アドオン）_6

12. US110cが自動で再起動されます。

13. US110cの起動完了後、以上で手動アップグレード（アドオン）は完了です。

手動アップグレード（ファームウェア）

1. 「管理者」権限ユーザーでUS110cにログオンします。

2. [スタート] → [設定]→ [コントロール パネル] を起動します。

3. [アップグレード]アイコンを実行して、「アップグレード」ダイアログを起動します。

4. [手動]タブを選択してください。
※ ファームウェアのバージョンによっては[ローカル]と表示されている場合がございます。

5. アップグレードを行う環境に合わせて、各内容を設定してください。
※ 各設定内容については本ガイドの[アップグレード]の項を参照ください。
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図7-7　アップグレード- 手動アップグレード（ファームウェア）_1

6. 設定完了後、[アップグレード]ボタンを押下します。

7. 「ファームウェアアップグレード」ダイアログが表示され、アップグレードモジュールのダウン
ロードが開始されます。ダウンロード中はステータスに情報メッセージが表示されます。

図7-8　アップグレード- 手動アップグレード（ファームウェア）_2

8. アップグレードモジュールのダウンロードが完了すると、アップグレードの確認メッセージが表
示されます。アップグレードを行う場合は[開始]ボタンを押下します。
※ アップグレードをキャンセルする場合は[キャンセル]ボタンを押下します。

図7-9　アップグレード- 手動アップグレード（ファームウェア）_3
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9. アップグレードを行うファームウェアによっては次のダイアログが表示される場合がございま
す。アップグレードを続行する場合は[はい]ボタンを押下します。
※ アップグレードをキャンセルする場合は[いいえ]ボタンを押下します。

図7-10　アップグレード- 手動アップグレード（ファームウェア）_4

10. アップグレードが実行されます。アップグレード中はダイアログに処理ステータスが表示されま
す。

図7-11　アップグレード- 手動アップグレード（ファームウェア）_5

11. アップグレード完了後、US110cが自動で再起動されます。

12. US110cの起動完了後、以上で手動アップグレード（ファームウェア）は完了です。

自動アップグレード（アドオン）

1. 「管理者」権限ユーザーでUS110cにログオンします。

2. [スタート] → [設定]→ [コントロール パネル] を起動します。

3. [アップグレード]アイコンを実行して、「アップグレード」ダイアログを起動します。

4. [自動]タブを選択してください。

5. [自動アップグレードを使用する]をチェックします。
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6. [アドオンのアップグレード]エリア内の[追加]ボタンを押下します。
※ ファームウェアのバージョンによっては[自動アドオンのアップグレード]と表示されている場
合がございます。

図7-12　アップグレード - 自動アップグレード（アドオン）_1

7. 「FTPサーバー情報」ダイアログに、アップグレードを行う環境に合わせて各内容を設定してくだ
さい。
※ 各設定内容については本ガイドの[アップグレード]の項を参照ください。
※ ファームウェアのバージョンによってはダイアログ名が[アドオンのアップグレードFTPイン
フォメーション]と表示される場合がございます。

図7-13　アップグレード - 自動アップグレード（アドオン）_2
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8. 設定完了後、[OK]ボタンを押下します。[アドオンのアップグレード]エリア内に設定した情報が
表示されていることを確認します。

図7-14　アップグレード - 自動アップグレード（アドオン）_3

9. [OK]ボタンを押下し、「アップグレード」ダイアログを終了します。

10. US110cを再起動します。

11. US110c起動時にアップグレードが実行されます。アップグレード中はダイアログに処理ステー
タスが表示されます。
※ ファームウェアのバージョンによってはダイアログが英語表記の場合がございます。

図7-15　アップグレード - 自動アップグレード（アドオン）_4

12. アップグレード完了後、US110cが自動で再起動されます。

13.  US110cの起動完了後、以上で自動アップグレード（アドオン）は完了です。
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自動アップグレード（ファームウェア）

1. 「管理者」権限ユーザーでUS110cにログオンします。

2. [スタート] → [設定]→ [コントロール パネル] を起動します。

3. [アップグレード]アイコンを実行して、「アップグレード」ダイアログを起動します。

4. [自動]タブを選択してください。

5. [自動アップグレードを使用する]をチェックします。

6. [ファームウェアのアップグレード]エリア内にアップグレードを行う環境に合わせて各内容を設
定してください。
※ 各設定内容については本ガイドの[アップグレード]の項を参照ください。
※ フォームウェアのバージョンによっては[自動ファームウェアのアップグレード]と表示されて
いる場合がございます。

チェック 

[サーバーディレクトリ]に入力した値の末尾に”$”を付け加える必要がございます。
例： FTPルートの"US110cFW"というディレクトリ内にアップグレードモジュールを格納

している場合
入力例：US110cFW$

図7-16　アップグレード - 自動アップグレード（ファームウェア）_1

7. 設定完了後、[OK]ボタンを押下します。

8. US110cを再起動します。
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9. US110c起動時にアップグレードが実行されます。アップグレード中はダイアログに処理ステー
タスが表示されます。
※ ファームウェアのバージョンによってはダイアログが英語表記の場合がございます。

図7-17　アップグレード - 自動アップグレード（ファームウェア）_2

10. アップグレード完了後、US110cが自動で再起動されます。

11. US110cの起動完了後、以上で自動アップグレード（ファームウェア）は完了です。
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DHCPオプションを使用したアップグレード

事前に本ガイド[Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバーを使用する場
合]、[FTPファイルサーバーを使用する場合]の項をよくお読みになった上で実施して頂きま
すようお願い致します。

事前設定

DHCPオプションを使用したアップグレードを行うには、以下に示す事前設定を行う必要あ
ります。

US110cのネットワークアドレス（IPアドレス）

US110cのネットワークアドレス(IPアドレス)をDHCPサーバーから取得するように設定す
る必要があります。次の手順にて設定を行います。

1. 「管理者」権限ユーザーでUS110cにログオンします。

2. [スタート] → [ 設定]→ [コントロール パネル] を起動します。

3. [ネットワーク]アイコンを実行して、「ネットワークアダプタの設定」ダイアログを起動します。

図7-18　DHCPオプションを使用したアップグレード - 事前設定_1
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4. 一覧から該当するネットワークアダプタを選択し、[プロパティ]ボタンを押下し、選択したネッ
トワークアダプタの設定ダイアログを起動します。

図7-19　DHCPオプションを使用したアップグレード - 事前設定_2

5. [IPアドレス]タブで[IPアドレスをDHCPサーバから取得する]オプションを選択し、[OK]をクリッ
クします。
※ フォームウェアのバージョンによっては[DHCPを通してIPアドレスを取得します]と表示され
ている場合がございます。

DHCPオプション番号の設定

DHCPオプション番号を指定したアップグレード時に、US110cはデフォルト設定では
DHCPオプション番号161、オプション番号162を使用します。
使用するDHCPオプション番号は、US110cの[DHCPオプション]から設定を変更すること
ができます。
DHCPサーバーで次のオプション番号を使用できるように設定してください。

DHCPオプション番号：161
説明：FTPサーバー名またはIPアドレスを入力する
形式：文字列型
値　：サーバー名またはIPアドレス

DHCPオプション番号：162
説明：FTPサーバー内のサーバーディレクトリパス
形式：文字列型
値　：サーバーディレクトリパス

チェック 

DHCPオプションを使用した自動アップグレードを行う場合は、
サーバーディレクトリに入力の値の末尾に”$”を付け加える必要がございます。
例：FTPルートの"US110cFW"というディレクトリ内にアップグレードモジュールを格納
している場合
入力例：US110cFW$
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アップグレードの実行

前述の事前設定をよくお読みの上、事前設定完了後にDHCPオプションを使用したアップグ
レードが行えます。

DHCPオプションを使用した手動アップグレード

1. 「管理者」権限ユーザーでUS110cにログオンします。

2. [スタート] → [設定]→ [コントロール パネル] を起動します。

3. [アップグレード]アイコンを実行して、「アップグレード」ダイアログを起動します。

4. [手動]タブを選択してください。
※ ファームウェアのバージョンによっては[ローカル]と表示されている場合がございます。

5. [DHCPサーバのFTP情報を使用する]オプションを選択します。
[サーバー名]、[サーバーディレクトリ]にDHCPオプションで設定している値が表示されることを
確認してください。

図7-20　DHCPオプションを使用したアップグレード - 手動アップグレード_1

6. アップグレードを行う環境に合わせて、各内容を設定してください。
※ 各設定内容については本ガイドの[アップグレード]の項を参照ください。

7. 設定完了後、[アップグレード]ボタンを押下します。
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8. 「ファームウェアアップグレード」ダイアログが表示され、アップグレードモジュールのダウン
ロードが開始されます。ダウンロード中はステータスに情報メッセージが表示されます。

図7-21　DHCPオプションを使用したアップグレード - 手動アップグレード_2

9. アップグレードモジュールのダウンロードが完了すると、アップグレードの確認メッセージが表
示されます。アップグレードを行う場合は[開始]ボタンを押下します。
※ アップグレードをキャンセルする場合は[キャンセル]ボタンを押下します。

図7-22　DHCPオプションを使用したアップグレード - 手動アップグレード_3

10. アップグレードが実行されます。アップグレード中はダイアログに処理ステータスが表示されま
す。

図7-23　DHCPオプションを使用したアップグレード - 手動アップグレード_4
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11. アップグレード完了後、「アップグレード」ダイアログが表示されます。
[OK]ボタンを押下し「アップグレード」ダイアログを終了します。

12. 再起動を促すダイアログが表示されるので[再起動]ボタンを押下します。

図7-24　DHCPオプションを使用したアップグレード - 手動アップグレード_5

13. US110cが自動で再起動されます。

14. US110cの起動完了後、以上でDHCPオプションを使用した手動アップグレードは完了です。
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DHCPオプションを使用した自動アップグレード

1. 「管理者」権限ユーザーでUS110cにログオンします。

2. [スタート] → [設定]→ [コントロール パネル] を起動します。

3. [アップグレード]アイコンを実行して、「アップグレード」ダイアログを起動します。

4. [自動]タブを選択してください。

5. [自動アップグレードを使用する]をチェックします。

6. [DHCPサーバのFTP情報を使用する]オプションを選択します。
[サーバー名]、[サーバーディレクトリ]にDHCPオプションで設定している値が表示されることを
確認してください。

図7-25　DHCPオプションを使用したアップグレード - 自動アップグレード_1

7. アップグレードを行う環境に合わせて。各内容を設定してください。
※ 各設定内容については本ガイドの[アップグレード]の項を参照ください。

8. 設定完了後、[OK]ボタンを押下します。

9. US110cを再起動します。
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10. US110c起動時にアップグレードが実行されます。アップグレード中はダイアログに処理ステー
タスが表示されます。
※ファームウェアのバージョンによってはダイアログが英語表記の場合がございます。

図7-26　DHCPオプションを使用したアップグレード - 自動アップグレード_1

11. アップグレード完了後、US110cが自動で再起動されます。

12. US110cの起動完了後、以上でDHCPオプションを使用した自動アップグレードは完了です。

US110cのBIOS設定へのアクセス

US110cを起動すると、NECのロゴが表示されます。このNECロゴが表示される前に、キー
ボードの[Del]キーを押すと、US110cのBIOSセットアップ画面に遷移し、BIOSの設定を変
更することができます。 
また、BIOSセットアップ画面のパスワードは「Fireport」が初期値として設定されています。
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工場出荷時設定にUS110cをリセットする

工場出荷時の設定にUS110cをリセットできます。
工場出荷時の設定にUS110cをリセットするには、次の2通りの方法があります。

ⓦ [コントロールパネル] → [システム] → [システム情報 - 一般]タブ画面 → [工場出荷時
の状態に戻す]チェックボックス

※ 「管理者」権限のユーザーのみ使用できる機能です。

ⓦ キーボードの「G」キーによるリセット機能を使用する。

※ [コントロールパネル] → [セキュリティ] のセキュリティダイアログボックス内で
[リセットキーを有効にする]チェックボックスを設定している場合のみ使用できま
す。

注意: ⓦ US110cを工場出荷時設定にリセットすると、ローカルNV-RAM(不揮発性メ
モリ)内で定義されているネットワーク設定と接続の両方を含むすべての設定
項目が影響を受けます。

ⓦ 後述の手順にて工場出荷時の設定にUS110cをリセットする場合、US110cに
ネットワークケーブルを接続しないでください。ネットワークケーブルを接続
した状態でリセットを行い、再起動後にセットアップウィザードを使用し、
US110cの基本設定を行うと、コントロールパネルからの設定変更後に画面の
表示がくずれる場合があります。画面がくずれる現象が発生した場合は、ネッ
トワークケーブルを接続しない状態で、再度、下記手順にて工場出荷時の設定
にリセットしてください。

工場出荷時の設定にUS110cをリセットする手順を下記に記載致します。

ⓦ [コントロールパネル] → [システム] → [システム情報 - 一般]タブ画面 → [工場出荷時
の状態に戻す]チェックボックスを使用する

1. US110c に管理者ユーザーでログオンします。

2. [コントロールパネル] → [システム] を起動します。
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3. [システム情報 - 一般]タブ画面 → [工場出荷時の状態に戻す]チェックボックスにチェックを入
れ、[OK]ボタンをクリックします。

図7-27　工場出荷時設定にUS110cをリセットする_1-1

4. 「システム設定変更」ダイアログが表示されますので[はい]ボタンをクリックします。

図7-28　工場出荷時設定にUS110cをリセットする_1-2

5. US110c を工場出荷時の設定にリセットした後の基本的なUS110c の設定については、[セット
アップウィザードの使用]を参照してください。

ⓦ キーボードの「G」キーによるリセット機能を使用する。

1. キーボードの「G」キーによるリセット機能が有効となっていることを確認します。

2. US110c を再起動します。

3. 再起動プロセス中にキーボードの「G」キーを押し続けます。

4. US110c を工場出荷時の設定にリセットした後の基本的なUS110c の設定については、[セット
アップウィザードの使用]を参照してください。
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セットアップウィザードの使用

セットアップウィザードを使用すると、工場出荷時設定にリセットした後で、基本的な
US110cの設定を設定することができます。基本設定の実行後は、本ガイド[電源投入時の処
理]の項で説明されているようにローカルまたはリモートでUS110cの設定を続けることがで
きます。

US110cを工場出荷時設定にリセットした後は、以下のガイドラインに従ってください。

注意: 下記手順にて、セットアップウィザードを使用し、US110cの基本設定を行う場合、
US110cにネットワークケーブルを接続しないでください。
ネットワークケーブルを接続した状態でUS110cの基本設定を行うと、設定完了後、
コントロールパネルからの設定変更後に画面の表示がくずれる場合があります。画
面がくずれる現象が発生した場合は、本ガイド[キーボードの「G」キーによるリセッ
ト機能を使用する]の項を参照し、US110cを工場出荷時状態に戻し、再度ネット
ワークケーブルを接続しない状態で、US110cの基本設定を行ってください。

チェック 

US110cが起動し、ネットワーク接続の確立を試みる間は、「Wait ing for Network
Services」メッセージが表示されます。ネットワークが接続されていない、またはDHCP
サーバーを使用できない場合、セットアップウィザードはネットワーク設定を自動的に設定
できないので、手動で設定する必要があります。本ガイド[電源投入時の処理]を参照してく
ださい。

1. セットアップウィザードが表示されると、カウントダウンが0 となるまで待つか（この場合、
US110cに対してデフォルト設定が自動的に適用され、セットアップウィザードは終了します）、
またはカウントダウンが完了する前に[次へ]をクリックして、US110cの基本的な設定を個別に行
います。

図7-29　セットアップウィザード

2. 項目をダブルクリックし以下の設定を使用環境に合わせて設定します。
ⓦ インターネット
ⓦ キーボード
ⓦ デスクトップ
ⓦ ネットワーク
ⓦ 画面
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3. 必要な項目を設定後、[次へ]をクリックします。

4. [終了]をクリックして設定を適用します。手順3.にて設定を変更した場合は、再起動を促すダイア
ログが表示されますのでUS110cを再起動してください。再起動後、US110cは本ガイド[電源投
入時の処理]の項にて説明されているように「管理者」権限で自動的にUS110cにログオンします。
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付録A　無線LAN仕様一覧

IEEE802.11b/g

IEEE802.11n Draft2.0

項　目 規　格

準拠規格 IEEE802.11b、 IEEE802.11g

通信モード IEEE802.11bモード：11/5.5/2/1 (Mbpsモード) *1
IEEE802.11gモード：54/48/36/24/12/9/6 (Mbpsモード) *1

無線チャンネル 1～11ch

周波数帯域 2.4GHz帯域（2.4～2.462GHz）

*1：各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。
　 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のＯＳ、アプリケーション、
　　ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。

項　目 規　格

準拠規格 IEEE802.11n Draft2.0 *1

通信モード 帯域幅20/40MHz 最大150Mbps *2

無線チャンネル 1～11ch

周波数帯域 2.4GHz帯域（2.4～2.462GHz）

*1：「IEEE802.11n Draft2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11nDraft対応製品との接続性を保証する
　　 ものではありません。
*2：各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。
接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のＯＳ、アプリケーション、
ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
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付録B 仕　様

項　目 仕　様

CPU VIA EDEN 1GHz

Chipset VIA VX855

Memory 128MB Flash/512MB RAM DDR2

I/O Ports

1 x DVI-I port, DVI to VGA (DB-15) adapter included
4 x USB 2.0 ports (2 on front, 2 on back)
2 x PS/2 ports
1 x Mic In
1 x Line Out

Networking 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet

Display

VESA monitor support with Display Data Control (DDC)
Dual monitor supported
Single: 1600x1200@60Hz, Color depth: 8, 15, 16, 24 or 32bpp,
Two independent full resolution frame buffers
Dual: 1600x1200@60Hz, Color Depth: 8, 15, 16, 24 or 32bpp.

Audio Output: 1/8-inch mini jack, full 16 bit stereo
Input: 1/8-inch mini jack, 8 bit microphone

External Dimension (mm) 177（W）×21（D）×34（H）

Weight 0.6kg

Power
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz.
Average power usage with device connected to 1 keyboard with
1 PS/2 mouse and 1 monitor: Under 7 Watts

Temperature Range Horizontal: 10-35℃ (50-95 °F)
Vertical: 10-40℃ (50-104 °F)

Humidity 20% to 80% condensing
10% to 95% non-condensing

OS Windows CE 6.0
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<本製品の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、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、よろしくお願いいたします。

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ください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるお
それがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。

4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター
電話番号　03-3455-5800

注　意

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま
すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ
とがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

回線への接続について

本製品を公衆回線や専用線に接続する場合は、本製品に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末
機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

本製品は、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。

日本国外でのご使用について

本製品は、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、本製品を輸出
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。
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