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PRIMERGY BX600 高機能 KVM モジュール(PG-KVB103) ご使用上の注意 
 
 
 
 

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる上

での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用願います。 

2008 年 7 月 

富士通株式会社 

1 SSL認定書について 
本製品のVideo Viewer/Virtual Media 機能をご利用される場合、クライアントコンピュータにSSL 認定

書を登録する必要があります。下記方法にてSSL 認定書を入手することが出来ます。 
なお、SSL 認定書の登録方法は、『BX600 S3 シャーシ ハードウェアガイド 6.6 高機能KVM モジュ

ール（PG- KVB103）の操作』を参照してください。 
 
 
(1) 下記URL にあるダウンロード検索よりSSL 認定書をダウンロードする。 

【PRIMERGY ホームページから参照する場合】 
インターネット情報ページ（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/）内の『ダウンロード』

－『ダウンロード検索』 

【URL 直接参照の場合】 
http://www.fmworld.net/cgi-bin/drviasearch/drviaindex.cgi 

 
(2) PRIMERGY BX600 S3 添付のスタートアップディスクに格納されているSSL 認定書を使用する。 

 
 

2 サーバブレード名の表示について 
OSCAR 機能（PRIMERGY BX600 S3 シャーシハードウェアガイド参照）のMain メニュー等で表示さ

れるサーバブレード名には、工場での出荷試験時に入力された情報が表示される場合があります。 
サーバブレード名は、マネジメントブレードのWeb UI の、Server Blade グループ－Blade Info グルー

プ－Host Name で設定した値が反映されますので、ご購入時にサーバブレード名に上記の任意の文字列

が入っている場合がありますが、サーバブレードを搭載後、搭載スロットのサーバブレード名を変更でき

ます。 
 
 

3 OSCAR機能の Namesサブメニューについて 
OSCAR 機能のNames サブメニューは、未サポートです。 

 
 
 
 

以上 
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Note on using PRIMERGY BX600 Advanced KVM Module (PG-KVB103) 

 
Thank you for purchasing our product. Before you start using it, please read carefully the additional notes 
described below. 
 

July 2008 
FUJITSU LIMITED 

 

1. SSL Certificate 
When using Video Viewer/Virtual Media, you need to register the SSL certificate on your client 
computer. You can obtain the certificate by either of the following methods. 
For how to register the certificate, refer to the manual below: 
"PRIMERGY BX600 S3 Blade Server System Unit Hardware Guide" 

'6.4 Operating Advanced KVM Module (PG-KVB103)' 
 
1 Download the certificate from the web site. 

http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/ia/driver/ 

 

2 Use the certificate included in PRIMERGY Startup Disc attached to PRIMERGY BX600 S3 Blade 
Server System Unit. 
 

 

2. Server Blade Name 
The Server Blade name of each slot, which is shown up in Main menu on OSCAR（Please refer to 

'PRIMERGY BX600 S3 Blade Server System Unit Hardware guide’） and so on, is created as an entry in 
the factory. This value was created arbitrarily by OS during factory testing.  

This value is also put with the value of the Host Name of Blade Info group under the Server Blade group 
by using Management Blade Web UI.  

You can change the Server Blade name of each slot by using this function after installing the Server 
Blade.  

 

3. Names submenu 
This menu is not supported.  
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