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はじめに

本マニュアルについて

本マニュアルは、Basilware64 の操作/設定方法について説明したものです。
ハードウェアのセットアップについては、スタートアップガイドを参照してください。

オープンソースについて

このたびは、株式会社ミントウェーブのシンクライアント端末をお買い求めいただき、ま
ことにありがとうございます。
シンクライアント端末の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本マ
ニュアルをよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解いただけるようお願い申
し上げます。

Basilware64には、GPL、LGPL、およびその他の条件に基づいたオープンソースソ
フトウェアを使用しています。
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１．初期起動

以下の手順に従って、セットアップを行ってください。

１．　端末に接続したディスプレイの電源をオンします。

メモ
・

２．　端末の電源スイッチを押して電源をオンします。
しばらくすると、デスクトップ画面が表示され、接続マネージャが起動します。

メモ
・

デスクトップ画面

端末起動時にディスプレイの電源がOFFの場合、最適な解像度
で表示されない可能性があります。

初期状態はゼロコンフィグモードで起動します。ゼロコンフィグ環
境に接続できない場合は下記のエラーが表示されます。
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モード 説明

設定はすべて端末に保存します。

１． [設定]ボタンをクリックして、設定画面を表示します。

ボタン 説明
情報 端末情報を表示します。
設定 設定画面を表示します。

電源オフ 再起動またはシャットダウンします。

接続マネージャ画面

ローカルコンフィグモードへの変更方法

ローカルコンフィグ

ゼロコンフィグ
設定はすべてFTPサーバ上に保存され、端末
には何も保存しません。
(DHCPサーバ、FTPサーバ必須)

FTPサーバから接続情報をダウンロードします。
(ゼロコンフィグモード時のみ表示)

再取得

FTPサーバから接続情報をダウンロードし、端末に保存
します。(ローカルコンフィグモードで接続先が存在しな
い場合のみ表示)

ダウンロード
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２． [コンフィグモード]アイコンをクリックして、コンフィグモードの設定画面を表示します。

アイコン 説明
ディスプレイ ディスプレイの設定をします。
マウス マウスの設定をします。
キーボード キーボードの設定をします。
サウンド サウンドの設定をします。
ネットワーク ネットワークの設定をします。
プロキシ プロキシの設定をします。
日付、時刻 日付、時刻の設定をします。
コンフィグモード コンフィグモードの設定をします。
電源モード 電源モードの設定をします。
ホスト名 ホスト名の設定をします。
スクリーンセーバ スクリーンセーバの設定をします。
USBリダイレクト USBリダイレクトの設定をします。
プリンタ プリンタの設定をします。
Firefox設定 Firefoxの設定をします。
証明書 証明書の追加、削除をします。
閉じる 設定画面を閉じます。

FTPサーバに設定を転送します。
(ゼロコンフィグモード時のみ表示)

メモ
・

設定画面 - ゼロコンフィグモード

転送

ゼロコンフィグモード時は設定を残したい場合、FTPサーバに転
送する必要があります。
ただし、ディスプレイ、マウス、キーボード、サウンド設定は転送
できません。
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３． [コンフィグモード]からローカルコンフィグモードを選択します。

設定 説明
コンフィグモード コンフィグモードを選択します。

４． [OK]ボタンをクリックします。

設定 説明
管理ツールを使用する 管理ツールを使用する/しないを設定します。

コンフィグモード画面(ゼロコンフィグモード)

コンフィグモード画面 - ローカルコンフィグモード

FTPサーバをDHCPサーバから取得するか、
固定IPアドレスを指定します。

FTPサーバ

管理サーバ
管理サーバをDHCPサーバから取得するか、固
定IPアドレスを指定します。

工場出荷状態に初
期化する

工場出荷状態に初期化します。
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メモ
・ ゼロコンフィグモード時は、ネットワークは設定できません。

１． 初期状態は、IPv4のDHCPが有効になっています。
固定IPアドレス、IPv6を使用する場合は、[ネットワーク]アイコンをクリックして
ネットワーク画面を表示します。

アイコン 説明
ディスプレイ ディスプレイの設定をします。
マウス マウスの設定をします。
キーボード キーボードの設定をします。
サウンド サウンドの設定をします。
ネットワーク ネットワークの設定をします。
プロキシ プロキシの設定をします。
日付、時刻 日付、時刻の設定をします。
コンフィグモード コンフィグモードの設定をします。
電源モード 電源モードの設定をします。
ホスト名 ホスト名の設定をします。
スクリーンセーバ スクリーンセーバの設定をします。
USBリダイレクト USBリダイレクトの設定をします。
プリンタ プリンタの設定をします。
Firefox設定 Firefoxの設定をします。
証明書 証明書の追加、削除をします。

設定画面

ネットワークの設定方法
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２． [Ethernet接続 1]を選択して、[編集]ボタンをクリックします。

ボタン 説明
接続 選択したネットワークに接続します。
切断 選択したネットワークを切断します。
追加 ネットワーク設定を追加します。
編集 ネットワーク設定を編集します。
削除 ネットワーク設定を削除します。
更新 接続状態を更新します。
閉じる ネットワーク画面を閉じます。

ネットワーク画面
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３． [IPv4設定]、[IPv6設定]タブでネットワーク設定を変更して、[保存]ボタンを
　　 クリックします。

４． ネットワーク画面の[閉じる]ボタンをクリックして、設定画面に戻ります。

Ethernet接続 1 の編集画面
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管理者モードでは、以下の操作が可能になります。

・管理者パスワードの設定（デフォルト：mint）

・ユーザに許可する設定の制御

・ファームウェアのアップデート

・接続先の登録、編集、削除

１． 接続マネージャがアクティブな状態で、[F2]キーを押して、管理者パスワードの
　　 確認ダイアログを表示します。

管理者モードへの変更方法

接続マネージャ画面
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２． 管理者パスワード(デフォルト：mint)を入力して、[OK]ボタンをクリックして、
　　 管理者モードに移行します。

３． 管理者モード中は左側の背景色が赤になり、タイトルバーに管理者モードと
　　 表示されます。

ボタン 説明
登録 接続先の設定画面を表示します。

４． ユーザモードに戻る場合は、再度[F2]キーを押します。

管理者パスワード確認ダイアログ

接続マネージャ(管理者モード)画面
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１． 管理者モードの接続マネージャから[登録]ボタンをクリックし、コネクションの選択画面で
　　 [RDP]ボタンをクリックします。

２． [名前]、[サーバ]を入力して、[転送]または[保存]ボタンをクリックして、接続先を
　　 追加します。設定の詳細については『３．１　RDPコネクションの登録』を参照ください。

RDPコネクションの編集画面

コネクションの選択ダイアログ

RDPコネクションの接続方法
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３． [F2]キーを押して、ユーザモードに戻ります。

４． RDPコネクションをクリックします。

接続マネージャ画面 - RDPコネクション追加

接続マネージャ(管理者モード)画面 - RDPコネクション追加
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５． [ユーザ名]、[パスワード]、[ドメイン]を入力して[OK]ボタンをクリックします。

６． リモートデスクトップ画面が表示されます。

RDPログオン画面
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１． 管理者モードの接続マネージャから[登録]ボタンをクリックし、コネクションの選択画面で
　　 [ICA]ボタンをクリックします。

２． [名前]、[URL]を入力して、[転送]または[保存]ボタンをクリックして、接続先を追加
　　 します。設定の詳細については『３．２　ICAコネクションの登録』を参照ください。

設定 説明
名前 コネクション名を設定します。
URL 接続先のURLを設定します。
接続方式 Webインターフェース以外選択できません。
キャンセル 変更を転送または保存せずに編集画面を閉じます。

転送(ゼロコンフィグモード時)
FTPサーバに設定を転送します。

保存(ローカルコンフィグモード時)
端末に設定を保存します。

ICAコネクションの編集画面

転送/保存

ICAコネクションの接続方法

コネクションの選択ダイアログ
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３． [F2]キーを押してユーザモードに戻ります。

４． ICAコネクションをクリックします。

接続マネージャ画面 - ICAコネクション追加

接続マネージャ(管理者モード)画面 - ICAコネクション追加
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５． Firefox起動後、[ユーザ名]、[パスワード]を入力して[ログオン]ボタンをクリックします。

６． 接続するデスクトップまたはアプリケーションをクリックします。

７． 仮想デスクトップまたは仮想アプリケーション画面が表示されます。

ICAログオン画面(Web接続)

デスクトップ/アプリケーション選択画面(Web接続)
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１． 管理者モードの接続マネージャから[登録]ボタンをクリックし、コネクションの選択画面で
　　[VM]ボタンをクリックします。

２． [名前]、[サーバ]を入力して、[転送]または[保存]ボタンをクリックして、接続先を
　　 追加します。設定の詳細については『３．３　VMwareコネクションの登録』を参照
　　 ください。

設定 説明
名前 コネクション名を設定します。
サーバ 接続先のサーバを設定します。
ユーザ名 ユーザ名を設定します。
パスワード パスワードを設定します。
ドメイン ドメインを設定します。
キャンセル 変更を転送または保存せずに編集画面を閉じます。

転送(ゼロコンフィグモード時)
FTPサーバに設定を転送します。

保存(ローカルコンフィグモード時)
端末に設定を保存します。

コネクションの選択ダイアログ

VMware Viewコネクションの接続方法

VMwareコネクションの編集画面

転送/保存
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３． [F2]キーを押して、ユーザモードに戻ります。

４． VMwareコネクションをクリックします。

接続マネージャ(管理者モード)画面 - VMwareコネクション追加

接続マネージャ画面 - VMwareコネクション追加
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５． [ユーザー名]、[パスワード]、[ドメイン]を入力して[OK]ボタンをクリックします。

６． 接続するデスクトップをクリックします。

７． 仮想デスクトップ画面が表示されます。

Vmwareログイン画面

デスクトップ選択画面
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１． 管理者モードの接続マネージャから[登録]ボタンをクリックし、コネクションの選択画面で
　　 [Firefox]ボタン(1番右)をクリックします。

２． [名前]、[URL]を入力して、[転送]または[保存]ボタンをクリックして、接続先を追加
　　 します。設定の詳細については『３．４　Firefoxコネクションの登録』を参照ください。

設定 説明
名前 コネクション名を設定します。
URL 接続先のURLを設定します。
キャンセル 変更を転送または保存せずに編集画面を閉じます。

転送(ゼロコンフィグモード時)
FTPサーバ上に設定を保存します。

保存(ローカルコンフィグモード時)
端末上に設定を保存します。

コネクションの選択ダイアログ

FirefoxのURL編集画面

Firefoxの起動方法

転送/保存
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３． [F2]キーをクリックしてユーザモードに戻ります。

４． Firefoxコネクションをクリックします。

接続マネージャ(管理者モード)画面 - Firefoxコネクション追加

接続マネージャ画面 - Firefoxコネクション追加
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５． Firefoxが起動し、指定のサイトが表示されます。

Firefox画面
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１． 接続マネージャの[電源オフ]ボタンをクリックして、電源オフ画面を表示します。

２． 再起動する場合は[再起動]ボタン、電源を切る場合は[電源を切る]ボタンをクリック
　　 します。何もしない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックして電源オフ画面を閉じます。

接続マネージャ画面

再起動/電源オフの方法

電源オフ画面
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２．端末の設定

２．１　システム情報の確認

　ファームウェアバージョンは、接続マネージャのタイトルバーに表示されます。
　ハードウェア情報、ネットワーク情報等は、システム情報画面で確認できます。

１． システム情報画面を開くには、接続マネージャの[情報]ボタンをクリックします。

接続マネージャ画面
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２．タブを切り替えてシステム情報を確認できます。

タブ 説明
システム

有線LAN 有線LANのMACアドレス、IPv4、IPv6情報を表示します。
無線LAN 無線LANのMACアドレス、IPv4、IPv6情報を表示します。
ツール PINGによる通信テストを行います。

システム情報画面

製品名、ホスト名、CPU、RAM、DISK、モード、FTPサー
バ、管理サーバを表示します。
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１． [ツール]タブをクリックし、 [送信先]に通信先のIPアドレスまたはFQDNを入力して、
　　 [送信]ボタンをクリックします。

２． PINGテスト画面に結果が表示されます。

PINGによる通信テスト方法

システム情報画面

PINGテスト画面
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２．２　設定画面

接続マネージャから[設定]ボタンをクリックします。

メモ
・

・

・ ローカルコンフィグモードの場合、[転送]ボタンは表示されません。

設定画面(管理者モード) - ゼロコンフィグモード

ゼロコンフィグモード時は設定を残したい場合、FTPサーバに転
送する必要があります。
ただし、ディスプレイ、マウス、キーボード、サウンド設定は転送
できません。

ゼロコンフィグモード時はネットワーク、ホスト名が設定できませ
ん。
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２．３　ディスプレイ設定

設定 > ディスプレイ アイコンをクリックします。
画面解像度、周波数、2画面表示等を設定します。

２．４　マウス設定

設定 > マウス アイコンをクリックします。
マウス、タッチパッドの動作を設定します。

ディスプレイ画面

マウスとタッチパッド画面
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２．５　キーボード設定

設定 > キーボード アイコンをクリックします。
キーボードの動作を設定します。

メモ
・

キーボード画面

ゼロコンフィグモードの場合、起動時は必ずNumLockが有効にな
ります。
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２．６　サウンド設定

設定 > サウンド アイコンをクリックします。
音量、ミュートを設定します。音量のテストも行います。

２．７　ネットワーク設定

設定 > ネットワーク アイコンをクリックします。
有線LAN、無線LAN、VPNを設定します。

サウンド画面

ネットワーク画面
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２．８　プロキシ設定

設定 > プロキシ アイコンをクリックします。
システムのプロキシを設定します。

プロキシ設定画面 - メソッドなし

プロキシ設定画面 - メソッド手動
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メソッド(デフォルト値：なし）
プロキシの指定方法を選択します。

 選択肢 説明
　なし プロキシを使用しません。
　手動

　自動 指定したURLからプロキシを自動設定します。

プロキシ設定画面 - メソッド自動

HTTP、HTTPS、FTP、Socksプロキシおよび除外設
定を手動で設定します。
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２．９　日付、時刻設定

設定 > 日付、時刻 アイコンをクリックします。
システムの日付、時刻を設定します。

日付
日付を表示、設定します。

時刻
時刻を表示、設定します。
[編集]ボタンをクリックすると、設定可能になります。

NTPサーバを使用する(デフォルト値：オフ)
NTPサーバを使用する/しないを設定します。

NTPサーバ(デフォルト値：なし)
NTPサーバを設定します。同期は起動時に行います。
[NTPサーバを使用する]が有効な場合、設定可能になります。
[今すぐ同期]ボタンをクリックすると、すぐに同期します。

プロキシ設定画面 - メソッド自動
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２．１０　コンフィグモード設定

設定 > コンフィグモード アイコンをクリックします。
コンフィグモードを設定します。

コンフィグモード(デフォルト値：ゼロコンフィグモード)
ゼロコンフィグモード、ローカルコンフィグモードを選択します。

コンフィグモード画面 - ゼロコンフィグモード
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管理ツールを使用する
管理ツールを使用する/しないを設定します。
ローカルコンフィグモードの場合のみ表示されます。

FTPサーバ/管理サーバ
DHCPサーバから取得するか、固定IPアドレスをしています。
[管理ツールを使用する]が有効な場合、設定可能になります。

工場出荷状態に初期化する
設定を初期化して、ゼロコンフィグモードに設定します。

メモ
・

コンフィグモード画面 - ローカルコンフィグモード

ローカルコンフィグモードからゼロコンフィグモードに変更する場
合、工場出荷状態に初期化されます。
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２．１１　電源モード設定

設定 > 電源モード アイコンをクリックします。
セッション終了時の処理を設定します。

セッション終了時の動作(デフォルト値：何もしない)
すべてのセッション終了時の処理を選択します。

 選択肢 説明
　何もしない 何もしません。
　確認ダイアログ表示

　自動シャットダウン 自動シャットダウンします。

２．１２　ホスト名設定

設定 > ホスト名 アイコンをクリックします。
端末のホスト名を設定します。

ホスト名(デフォルト値：WBT+有線LANのMACアドレス)
端末のホスト名を設定します。
設定は再起動後に反映されます。

ホスト名画面

電源モード画面

再起動、電源オフの確認ダイアログを
表示します。
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２．１３　スクリーンセーバ設定

設定 > スクリーンセーバ アイコンをクリックします。
スクリーンセーバを設定します。

モード(デフォルト値：パワーセーブ)
スクリーンセーバのモードを選択します。

 選択肢 説明
　なし 何もしません。
　スクリーンセーバ
　パワーセーブ ディスプレイ出力をオフにします。

待ち時間(デフォルト値：10分)
スクリーンセーバおよびパワーセーブ状態になるまでのアイドル時間を
設定します。

２．１４　USBリダイレクト設定

設定 > USBリダイレクト アイコンをクリックします。
USBリダイレクトを設定します。

USBリダイレクト(デフォルト値：無効)
USBリダイレクトを使用するプロトコルを選択します。

 選択肢 説明

　なし 何もしません。

　Citrix ICA接続時に有効にします。
　VMware View VMware View接続時に有効にします。

スクリーンセーバが起動します。

スクリーンセーバ画面

USBリダイレクト画面
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２．１５　プリンタ設定

設定 > プリンタ アイコンをクリックします。
RDP接続時にマッピングするプリンタを設定します。

ボタン 説明
追加 プリンタを追加します。
編集 追加したプリンタを編集します。
削除 プリンタを削除します。
デフォルト設定 指定したプリンタをデフォルトに設定します。

メモ
・

プリンタ画面

デフォルトに設定されたプリンタがRDP接続時にマッピングされま
す。
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プリンタ名
プリンタの名前を設定します。

デバイスURI
プリンタのURIを設定します。
[検索]ボタンをクリックすると、デバイスURIを検索します。

Windowsのドライバ名
RDP接続のマッピング時に使用するWindowsのドライバ名を設定します。

２．１６　Firefox設定

設定 > Firefox アイコンをクリックします。
Firefoxを設定します。

Firefox設定画面

プリンタの編集画面
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２．１７　管理者パスワード設定

設定 > 管理者パスワード アイコンをクリックします。
管理者モード変更時のパスワードを設定します。

メモ
・

パスワード
新しいパスワードを設定します。

パスワードの確認
確認用のパスワードを設定します。

管理者パスワード画面

管理者モード時のみ設定可能になります。
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２．１８　ユーザ設定

設定 > ユーザ設定 アイコンをクリックします。
ユーザに許可する設定を選択します。

メモ
・

許可する項目
ユーザに許可する設定項目を選択します。
許可しない項目は、[>>]ボタンまたはドラッグで移動させます。
また、ドラッグによりアイコンの並びを変更することも可能です。

許可しない項目
ユーザに許可しない設定項目を選択します。
許可する項目は、[<<]ボタンまたはドラッグで移動させます。

すべて許可する
すべての項目を[許可する項目]に移動させます。

すべて許可しない
すべての項目を[許可しない項目]に移動させます。

メモ
・

管理者モード時のみ設定可能になります。

ユーザ設定画面

すべて許可しない場合、ユーザモード時に[設定]ボタンが表示さ
れません。

40



２．１９　ファームウェアアップデート

設定 > ファームウェア アイコンをクリックします。
ファームウェアをアップデートします。

メモ
・
・

方法
アップデート方法を ネットワーク/USBメモリ から選択します。

共有フォルダ
Windowsの共有フォルダを設定します。
[方法]がネットワークの場合、設定可能になります。

ユーザ名
共有フォルダにアクセス可能なユーザ名を設定します。
[方法]がネットワークの場合、設定可能になります。

パスワード
共有フォルダにアクセス可能なユーザのパスワードを設定します。
[方法]がネットワークの場合、設定可能になります。

ドメイン
共有フォルダにアクセス可能なユーザのドメインを設定します。
[方法]がネットワークの場合、設定可能になります。

アップデート
再起動をして、アップデートを開始します。

管理者モード時のみ設定可能になります。

ファームウェア画面

アップデートファイルの配置については、『シンクライアント管理
ツール Sient 操作マニュアル』を参照ください。
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１．　設定 > ファームウェア からアップデートを開始します。

２．　再起動後、プログレスバーが表示され、アップデートが開始されます。

３． アップデートが終了すると、シャットダウンします。

ファームウェアアップデート方法

ファームウェアアップデート画面
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２．２０　証明書インストール

設定 > 証明書 アイコンをクリックします。
証明書をインストールします。

メモ
・

インストール
証明書のインストール画面を表示します。

削除
証明書を削除します。

証明書は802.1x認証およびVPN接続時に使用します。

証明書画面
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参照先
証明書ファイルの参照先を USBメモリ/FTPサーバ から選択します。

参照
選択した参照先のディレクトリおよびファイルを表示します。

ディレクトリ
参照先のディレクトリが表示されます。
ディレクトリをダブルクリックすると、そのディレクトリに移動します。
「．．」をダブルクリックすると、一つ上のディレクトリに移動します。

ファイル
参照先のファイルが表示されます。
ファイルを選択して[OK]ボタンを押すと、インストールされます。
インストール先は、/opt/mintwave/certificate/ です。

メモ
・ ゼロコンフィグモード時は、ネットワーク設定が変更できないた

め、証明書は使用できません。

証明書インストール画面
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３．コネクションの設定

コネクションの設定は、すべて管理者モードで行います。

３．１　RDPコネクションの登録

管理者モード > 登録 > RDP ボタンをクリックします。

名前
コネクションの名前を設定します。

サーバ
リモートデスクトップの接続先サーバを設定します。

色数
セッションの色数を設定します。

表示位置
2画面表示時の表示位置を 左/右/全画面 から選択します。

メモ
・ 他のコネクションと同じ名前は設定できません。
・ 1画面表示時は全画面に表示されます。

RDPコネクションの編集画面 - 基本設定
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COMポート
COM1ポートのマッピングを有効にします。

サウンド
サウンドのマッピングを有効にします。

プリンタ
プリンタのマッピングを有効にします。

USBストレージ
USBストレージのマッピングを有効にします。

スマートカード
スマートカードログオンを有効にします。

メモ
・ COM1ポートが存在しない機種もあります。

RDPコネクションの編集画面 - ローカルデバイス
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ユーザ名
ログオンユーザの名前を設定します。

パスワード
ログオンユーザのパスワードを設定します。

ドメイン
ログオンユーザのドメインを設定します。

RDPコネクションの編集画面 - ログオン情報
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デスクトップの背景
デスクトップの背景を有効にします。

フォントスムージング
フォントスムージングを有効にします。

デスクトップコンポジション
デスクトップコンポジションを有効にします。

ドラッグ中にウィンドウの内容を表示
ドラッグ中にウィンドウの内容を表示するようにします。

メニューとウィンドウアニメーション
メニューとウィンドウアニメーションを有効にします。

テーマ
テーマを有効にします。

ビットマップキャッシュ
ビットマップキャッシュを有効にします。

RDPコネクションの編集画面 - エクスペリエンス
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３．２　ICAコネクションの登録

管理者モード > 登録 > ICA ボタンをクリックします。

名前
コネクションの名前を設定します。

URL
WebインターフェースのURLを設定します。

メモ
・ 他のコネクションと同じ名前は設定できません。
・ [接続方式]は、Webインターフェース以外選択できません。

ICAコネクションの編集画面
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３．３　VMwareコネクションの登録

管理者モード > 登録 > VMware ボタンをクリックします。

名前
コネクションの名前を設定します。

サーバ
VMware Viewのサーバを設定します。

ユーザ名
ログオンユーザの名前を設定します。

パスワード
ログオンユーザのパスワードを設定します。

ドメイン
ログオンユーザのドメインを設定します。

メモ
・ 他のコネクションと同じ名前は設定できません。

VMwareコネクションの編集画面
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３．４　Firefoxコネクションの登録

管理者モード > 登録 > Firefox ボタンをクリックします。

名前
コネクションの名前を設定します。

URL
URLを設定します。

メモ
・ 他のコネクションと同じ名前は設定できません。

FirefoxのURL編集画面
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３．５　コネクションの接続

ユーザモードの場合、コネクションをクリックすると、接続を開始します。
管理者モードの場合は、コネクションを右クリックして表示されたメニューから、
接続を選択すると、接続を開始します。

接続マネージャ(管理者モード)画面 - 右クリックメニュー
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３．６　コネクションの編集

管理者モードでコネクションをクリックするか、右クリックして表示されたメニューから
編集を選択すると、コネクションの編集画面を表示します。

接続マネージャ(管理者モード)画面 - 右クリックメニュー
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３．７　コネクションの削除

管理者モードでコネクションにカーソルを移動して[Delete]キーを押すか、右クリック
して表示されたメニューから削除を選択すると、コネクションを削除します。

接続マネージャ(管理者モード)画面 - 右クリックメニュー
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３．８　コネクションの自動接続

管理者モードでコネクションを右クリックして表示されたメニューから自動接続を
選択すると、起動時の自動接続を設定します。
自動接続のコネクションには、「AUTO」が表示されます。

接続マネージャ(管理者モード)画面 - 右クリックメニュー

接続マネージャ(管理者モード)画面 - 自動接続
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４．かざすだけログインモード

かざすだけログインモードとは、ICカードをカードリーダに乗せるだけでログインできる
特別なモードです。

４．１　モード変更方法

かざすだけログインモードへは管理ツールから変更します。
詳細は『シンクライアント管理ツール Sient 操作マニュアル』を参照ください。

メモ
・ 端末からかざすだけログインモードへは変更できません。
・ かざすだけログインモード中は端末の設定を変更できません。

４．２　使用方法

１． 端末にFeliCa対応のICカードリーダを接続して、電源をオンします。

２． 「ICカードを挿入してください」の画面が表示されます。

ICカード挿入待ち画面

管理ツールからローカルコンフィグモードに変更して、設定してく
ださい。

バージョン＆ホスト名 ネットワーク 

接続状態 
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３． 登録されたICカードをカードリーダにかざすと、「サーバに接続しています」画面が
　　 表示され、リモートデスクトップ接続して自動ログインします。
　　 PINコードが設定されている場合は、PINコードの入力ダイアログが表示されます。

４． PINコードを入力して[OK]ボタンをクリックすると、リモートデスクトップ接続して自動
　　 ログインします。

[PINコード変更]ボタンをクリックすると、PINコード変更画面が表示されます。

５． 現在のPINコードと新しいPINコードを入力して[OK]ボタンをクリックすると、PINコードが
　　 変更されます。

６． 接続中にICカードを取り外すと、セッションは切断され、ICカード挿入待ち画面に
　　 戻ります。
　　
７． 端末の電源をオフする場合は、電源ボタンを押します。

PINコード入力ダイアログ

PINコード入力ダイアログ

サーバ接続中画面
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