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１．作業フロー、新規作成時

申し込み

アカウント作成

アカウント引き渡し

ポータルへログイン

ネットワーク作成

内部ネットワークの作成

サブネットの作成

サブネットの詳細設定

ルータの作成

インターフェースの追加

ルーターのネットワーク
接続状況の確認

セキュリティグループ
の作成

ルールの設定

キーペアの確認

Floating IP 作成

インスタンスの作成

ソースタブの設定

フレーバータブの設定

ネットワークタブの設定

キーペア設定

仮想マシン完成

インスタンス作成のみ
の場合はここから
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２．ユーザーアカウントの作成

ユーザーアカウントにつきましては弊社側で行い
初期ユーザーアカウント一つを払い出しを行います
書面にて初期情報等通知します

4



5

ログインから始めましょう

ダッシュボードへのログイン画面
https://console.openstack.cloud.rakuten.co.jp/dashboard/auth
/login/

書面でお渡ししたログイン情報を使ってログインしてください。
概要画面(ログイン後画面)

事前に通知済みの
ログイン情報を設定

してください

上記画面が表示されたらログインできています。
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３．ネットワークの作成

3.1 内部ネットワークを作成
プロジェクトのネットワークドロップダウンリストからネットワークを選択、
ネットワーク画面にて、「＋ネットワークの作成」ボタンを押すと、
「ネットワークの作成」ウィザードが表示されます。

「ネットワークの作成」ウィザードの「ネットワーク」タブで以下の情報を入力します。
[Note] 入力値は任意のものであっても問題ありません。

「＋ネットワークの作成」を押す
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項目 設定値 補足

ネットワーク名 (例)private-nw 用途がわかる名称を推奨

管理状態有効 チェック・オン 規定値。作成後、即時有効とする場合は必須

サブネットの作成 チェック・オン 規定値

アベイラビリティーゾーンヒント defaultv3

上記記載内容に
合わせて記載する

記載が終了したら次へ
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「サブネット」タブ
1.「ネットワークの作成」ウィザードの「サブネット」タブで以下の情報を入力します。

項目 設定値 補足

サブネット名 (例)subnet-private サブネットの管理名

ネットワークアドレス (例)172.18.1.0/24 プライベートアドレスセグメントの範囲からCIDR形式で指定。

IPバージョン IPv4 規定値。IPv6は利用不可

ゲートウェイIP (例)172.18.1. 1
任意。管理しやすいよう対象セグメント内の最初のアドレス
を推奨

ゲートウェイなし チェック・オフ ゲートウェイのアドレスが不要の場合にはチェックする。

記載終了したら次へ

上記記載内容に
合わせて記入

8

3.2 サブネットの作成



9

3.3 サブネットの詳細設定
「サブネットの詳細」タブ
1. 「ネットワークの作成」ウィザードの「サブネットの詳細」タブで以下の情報を
入力します。

項目 設定値 補足

DHCP有効 チェック・オン 作成されるネットワークでDHCPサービスを有効とする

IPアドレス割り当てプール (例)172.18.1.100,172.18.1.200
DHCP有効時に作成したインスタンスにI割り当てられるIPアドレスの範囲。開始アドレス + 
“,” + 終了アドレスの形式で指定

DNSサーバー (例)8.8.8.8 ゲストVM作成時にDNS設定を自動的に設定させたい場合、指定する

追加のルート設定 (例)192.168.1.0/24,172.18.1.254
設定したゲートウェイ以外を経由する場合に指定します。接続先(CIDR形式) + “,”+ 経
由するアドレスで指定します

「サブネットの詳細」タブに設定する項目と内容

上記設定項目を記載する
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「ネットワークの作成」ウィザードに必要な情報を入力したことを確認し、右下
の「作成」ボタンを押すします。 押す後、ウィザードが閉じます。

ネットワークの確認

右上に「成功」のポップアップが表示され、ネットワークのリストにネットワーク追
加されたことを確認します。

成功したらここに表示される

作成されていることを確認する
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3.4 ルーターの作成
「ルーターの作成」ウィザードで情報を入力
ルーター画面にて、「＋ルーターの作成」ボタンを押すと、「ルーターの作成」ウィザードが
表示されます。

ルーターの作成を押す

「ルーターの作成」ウィザードで以下の情報を入力します。

項目 設定値 補足

ルーター名 (例)router 必須。名称は任意。

管理状態有効 チェック・オン 規定値。作成後に即有効化する場合にチェックします。

外部ネットワーク public-network 選択必須

アベイラビリティーゾーンヒント defaultv3 規定値

下記設定項目を設定画面
に記載する

記載後 [ルーターの作成]
ボタンを押す

11



12

「ルーターの作成」ウィザードに必要な項目を入力したことを確認し、「ルー
ターの作成」ボタンを押すします。押す後、ウィザードが閉じます。

設定後作成ボタンを押す

「ルーターの作成」ウィザードで以下の情報を入力します。

項目 設定値 補足

ルーター名 (例)router 必須。名称は任意。

管理状態有効 チェック・オン 規定値。作成後に即有効化する場合にチェックします。

外部ネットワーク public-network 選択必須

アベイラビリティーゾーンヒント defaultv3 規定値
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ルーターの確認
右上に「成功」のポップアップが表示され、ルーターのリストにルーター追加されたことを確認します。

3.5 インターフェースの追加
ルーターへ内部ネットワーク接続用インターフェースの追加

① ルーターへインターフェースを作成するため、ルーター名のリンク部分を押すします。

ルータ名リンクを押す

「成功」のポップアップ

追加されている
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② ルーター詳細画面が表示されます、続けて「インターフェース」タブを押しインターフェース画面へ移動
します。

③ 「インターフェースの追加」ウィザードで情報を入力

インターフェース画面で、「＋インターフェースの追加」ボタンを押すと、「インターフェースの追加」ウィザードが表示されます。

「＋インターフェースの
追加」ボタンを押す

「インターフェース」タブを押す

ポップアップが表示される
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④ 「インターフェースの追加」ウィザードで以下の情報を入力ます。
[Note]入力値は任意のものであっても問題ありません。

項目 設定値 補足

サブネット
(例) private-nw 172.18.1.0/24 
(subnet-private)

クラウド内部ネットワークの作成時、「サブネット」タブで設定したネットワークを選択

IPアドレス(省略可能)
任意。省略した場合、選択したサブネットのゲートウェイアドレスが、
インターフェースアドレスとして使用される。

記載終了後次へ

上記記載内容を転記
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⑤インターフェースの確認
右上に「成功」のポップアップが表示され、インターフェースがリストに追加されたことを確認します。

3.6 ルーターのネットワーク接続状況の確認
画面上部の「ネットワーク」ドロップダウンリストから、「ネットワークトポロジー」メニューを選
択し、ネットワークトポロジー画面に移動します。

ネットワークトポロジーの「トポロジー」タブの「標準」表示の図にて、「router」が「public-network」と「private-
nw」に接続されている事を確認します。(次ページ記載)

成功のポップアップ
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接続されていることを確認
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3.7 セキュリティグループの作成

セキュリティーグループに関する操作を行います。

「プロジェクト」=>「ネットワーク」=>「セキュリティグループ」と操作
セキュリティグループ画面への移動

① セキュリティーグループ画面にて、「＋セキュリティーグループの作成」ボタンを押すと、「セ
キュリティーグループの作成」ウィザードが表示されます。

「＋セキュリティーグループの作成」
を押す
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セキュリティーグループの作成では、外部ネットワークからセキュリティーグループ内のインスタンスに
対して、HTTP、SSH、ICMPでのアクセスを許可するよう設定します。

② 「セキュリティーグループの作成」ウィザードで情報を入力
「セキュリティーグループの追加」ウィザードで以下の情報を入力します。

［Note］入力値は任意のものであっても問題ありません。

項目 設定値 補足

ルーター名 (例)my-firewall 入力必須

説明 (例)自社セグメントからのみ許可 任意

上記設定値を記入
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③ 「セキュリティーグループの追加」ウィザードに必要な項目を入力したことを確認し、右下の「セ
キュリティーグループの作成」ボタンを押すします。押す後、ウィザードが閉じます。

④ セキュリティーグループの確認
右上に「成功」のポップアップが表示され、セキュリティーグループが作成されたことを確認します。

成功のポップアップ

作成されているのを確認する

「セキュリティーグループ
の作成」ボタンを押す
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3.8 ルールの設定
「ルールの追加」ウィザードで情報を入力

① セキュリティーグループ画面にて、「ルール管理」ボタンを押すと、セキュリティーグループのルール
管理画面が表示されます。

21

「＋ルールの追加」ボタン
を押す
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ルールの設定内容は
次頁以降に記載

「＋ルールの追加」ボタン
を押す

② セキュリティーグループのルール管理画面にて、「＋ルールの追加」ボタンを押すと、「ルールの追
加」ウィザードが表示されます。
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項目 設定値 補足

ルール ALL_ICMP

方向 受信

接続相手 CIDR
接続相手の定義方法を指定。IPアドレスの範囲で指定する場合は、CIDR
を選択してください。

CIDR (例)0.0.0.0/0
ICMPを許可するアドレスをCIDR形式で指定します。この例では全てのホスト
からの接続を許可しています。可能であれば絞り込むことを推奨します。

設定終了したら次
へを押す

設定値を入力

ICMP の許可
Ping 等による正常性確認用にICMPを許可します。
「ルールの追加」ウィザードで以下の情報を入力した後、「追加」ボタンを押すします。
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SSHの許可
Linux系のインスタンスに接続するにはSSHを利用します。
「ルールの追加」ウィザードで以下の情報を入力した後、「追加」ボタンを押すします。

項目 設定値 補足

ルール SSH

接続相手 CIDR 接続相手の定義方法を指定

CIDR 0.0.0.0/0
SSHを許可するアドレスをCIDR形式で指定します。この例では全てのホ
ストからの接続を許可しています。可能であれば絞り込むことを推奨します。

設定値を入力

設定終了したら次
へを押す
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RDP の許可
Windows系のインスタンスに接続するにはRDPを利用します。
「ルールの追加」ウィザードで以下の情報を入力した後、「追加」ボタンを押すします。

項目 設定値 補足

ルール RDP

接続相手 CIDR 接続相手の定義方法を指定

CIDR (例)0.0.0.0/0
RDPを許可するアドレスをCIDR形式で指定します。この
例では全てのホストからの接続を許可しています。可能で
あれば絞り込むことを推奨します。

設定値を入力

設定終了したら
次へを押す

その他ルールの許可
その他必要に応じて、HTTPやHTTPSを許可します。

以下の例では、HTTPを追加しています。手順は、SSH等と同様です。
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3.9 キーペアの確認
キーペアに関する操作を行います。

「キーペア」ウィザードで情報を入力
キーペア画面にて、「＋キーペアの作成」ボタンを押すと、「キーペアの作
成」ウィザードが表示されます。

「キーペアの作成」ウィザードで以下の情報を入力した後、「キーペアの作成」ボタンを押すと、キーペアファ
イルのダウンロードが始まります。

［Note］入力値は任意のものであっても問題ありません。

項目 設定例 補足

キーペア名 (例)sample-key 名称は英数字、空白文字、ダッシュ(-)のみ利用可能。

「＋キーペアの作成」
ボタンを押す

設定終了したら、
「キーペアの作成」

ボタンを押す
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[Note]

キーペアファイルのダウンロードは、作成時のみ可能です。この操作で必ずダウンロードしてください。また、ダウン
ロードするファイルは、秘密鍵であるため、本来的には、第三者に盗まれないよう大切に保管すべきファイルであ
る事に注意してください。

[Note]

過去の操作にて、キーペア名を同じ名前で指定している場合、ファイルをダウンロードする際に、Webブラウザー
によって自動的に名前が変更される場合があります。(chromeでは、自動的に、
mykey(1).pem,mykey(2).pemのようになります。)また、過去のファイルがすでに不要となっている場合で、
ダウンロード時に手動で上書きが可能な場合は、上書きで保存してください。上書きができない場合は、ダウン
ロード時に、適宜ファイル名を指定して保存してください。
尚、ダウンロードしたファイルは、インスタンスVMへSSH接続する際に必要となるので、ファイル名を忘れないよう
にしてください。ファイルの管理上、キーペア名とダウンロードのファイル名の相違が望ましくない場合は、キーペア
作成時のキーペア名の指定において、ユニークな名称を指定してください。(ex:mykey_2,mykey_3...etc)

キーペアの確認
キーペアがリストに追加されたことを確認します。

キーペアについて
Compute インスタンスの起動時には、キーペアを指定する必要があります。キーペアを指定する
ことでユーザーはそのインスタンスへセキュアにログインすることができます。本項では、ダッシュボード
を使用したキーペアの作成手順について詳しく説明するので、ダッシュボードをあらかじめインストー
ルしておく必要があります。

成功時の
ポップアップ

追加されている
のを確認する
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3.10 Floating IP作成と解除

Floating IPの確保
インターネットから通信が可能なパブリックIPアドレスである、Floating IPを確保します。

Floating IP画面へ移動
画面上部の「ネットワーク」ドロップダウンリストから、「Floating IP」メニューを選択し、
Floating IP画面に移動します。

「Floating IP」の確保
を押す

ポップアップが
表示される
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「Floating IPの確保」ウィザードで以下の情報を入力します。
入力が完了したら「IPの確保」ボタンを押すします。

項目 設定例 補足

プール public-network public-networkのみ選択可能です

説明 踏み台サーバ用 任意 確保するFloating IPの用途など

右上に「成功」のポップアップが表示され、確保されたFloating IPの一覧が表示されます

設定終了したら、
「IPの確保」ボタンを押す

設定した情報が表示されている

「成功」のポップアップ
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Floating IPのインスタンスからの解除

Floating IPの割り当て解除の確認」ウィザードの表示を確認し、

右下の「Floating IPの 押した後、ウィザードが閉じます。

30

インスタンス画面にて、作成されたインスタンスの「アクション」ドロップダウンリスト
から「Floating IPの割り当て解除」を選択します。
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ネットワークの確認

右上に「成功」のポップアップが表示され、インスタンスの「IPアドレス」の項目に
Floating IPの割り当てが解除されたことを確認します。

画面上部の「ネットワーク」ドロップダウンリストから、「Floating IP」メニューを選択し、
Floating IP画面に移動、Floating IPの割り当てが解除
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画面上部の「コンピュート」ドロップダウンリストから、「インスタンス」メニューを選択

インスタンス画面からインスタンス名のリンクを選択、詳細情報画面へ移動し、

IPアドレス項目でFloating IPの割り当てが解除されていることを確認します
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プロジェクトの内部ネットワーク上に、インスタンスVMを起動させます。

インスタンス画面へ移動
① 画面上部の「コンピュート」ドロップダウンリストから、「インスタンス」メニューを選
択、インスタンス画面に移動します。

33

４．インスタンスの作成/起動

4.1 インスタンスの作成

①
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「インスタンスの起動」ウィザードで情報を入力
② インスタンス画面にて、「インスタンスの起動」ボタンを押すと、「インスタン
スの起動」ウィザードが表示されます。

②
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「詳細」タブ
「インスタンスの起動」ウィザードの「詳細」タブで以下の情報を入力します。

[Note]
「インスタンス数」を除き入力値は任意のものであっても問題ありません。

[Warning]
「インスタンス数」は10以内を指定してください。10より大きな値を指定した場合、正常
な動作は保証されません。

項目 設定値 補足

インスタンス名 test-vm01① 必須

説明 Test VM② 任意

アベイラビリティーゾーン (例)JP3-1-1 選択必須。2019年8月現在、JP3-1-1, JP3-1-2が指定可能。

インスタンス数 任意の数
1以上の整数で指定。2以上を指定すると、インスタンス名-nnのように添え字付で
インスタンスが作成される。

設定固定
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「インスタンスの起動」ウィザードの「ソース」タブで以下の情報を設定します。

4.2 ソースの設定

[Note]
「新規ボリュームの作成」を除き、入力値は任意のものであっても問題ありません。
[Warning]
「新規ボリュームの作成」には、必ず「はい」を選択してください。「いいえ」を選択した状態
でインスタンスを作成した場合、正常な動作は保証されません。
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作成するOSを選択

設定終了したら次へ

項目 設定値 補足
ブートソースを選択してください (規定値)イメージ

ボリュームサイズ(GB) (例)100
必須。大きさは任意。使用するイメージに応じて設定すべきサイズは
異なる。

新規ボリュームの作成 (規定値)はい 必ず「はい」を選択する。

インスタンス削除時にボリュームを削除 (規定値)いいえ
デバイス名 vda

割り当て済み (例)CentOS7
「利用可能」のリスト内に表示されているテンプレートの、右に表示さ
れている上向きの矢印を選択し、割り当て済みリストに追加する。
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「インスタンスの起動」ウィザードの「フレーバー」タブで以下の情報を設定します。
[Note]
設定値は任意のものであっても問題ありません。

4.3 フレーバーの設定

仮想マシンのスペックを
指定する

項目 設定値 補足

割り当て済み CPU2MEM4
「利用可能」のリスト内に表示されているテンプレートの、右に
表示されている上向きの矢印を選択し、割り当て済みリスト
に追加する。
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4.4 ネットワークの設定

割り当て済になったら次へ

項目 設定値 補足

割り当て済み
規定値。「利用可能」のリスト内に表示されているテンプレートの、右に
表示されている上向きの矢印を選択し、割り当て済みリストに追加

利用可能なネットワークを選択

「インスタンスの起動」ウィザードの「ネットワーク」タブで以下の情報を設定します。
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「インスタンスの起動」ウィザードの「ネットワークのポート」タブで以下の情報を設定しま
す。

入力したら次へ

項目 設定値 補足

割り当て済み
規定値。「利用可能」のリスト内に表示されているテンプレートの、
右に表示されている上向きの矢印を選択し、割り当て済みリスト
に追加する。
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「インスタンスの起動」ウィザードの「セキュリティーグループ」タブで以下の情報を設定し
ます。

項目 設定値 補足

割り当て済み (例)my-firewall
「セキュリティーグループの作成」で作成したものを指定。「利用可能」のリスト内に
表示されているテンプレートの、右に表示されている上向きの矢印を選択し、割り
当て済みリストに追加する。

割り当て済みになったら次へ

41
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項目 設定値 補足

割り当て済み (例)sample-key
「キーペアの作成」で作成したものを指定。「利用可能」のリスト内に表示され
ているテンプレートの、右に表示されている上向きの矢印を選択し、割り当て
済みリストに追加。

「インスタンスの起動」ウィザードの「キーペア」タブで以下の情報を設定します。

キーペアとは

公開鍵暗号方式(みんなにばらまく鍵と自分だけが持ってる鍵の2つの鍵を使ってやり取りする暗号化のやり方)の話
で出てくる用語のひとつです。
「ワンセットになっている、みんなにばらまく鍵(公開鍵)と自分だけが持ってる鍵(秘密鍵)」を意図する用語です。「キー
ペア」って単語が出てきたら 「(セットになっている)公開鍵と秘密鍵』のことなんだな～」と、お考えください。

キーペアは事前に
作成されているものとします

設定が終了したら次へを
押して終了してください

42

4.5 キーペアの設定
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インスタンスのメタデータ

インスタンス作成時にメタデータを追加すると、以下のことが可能になります。

インスタンスの起動の「メタデータ」タブ

1. インスタンス起動時にメタデータのMySQLのAdmin User、Listen Port、Versionを選択

2. Admin Userにroot、Listen Portに3606、Versionに5.7.21を設定しVMを起動

3. 作成したVMにSSHログインし、メタデータを取得

curl http://169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json メタデータは以下

の通り、JSON形式で返却されます。

meta: {

sw_database_mysql_listen_port: "3606",

sw_database_mysql_admin: "root",

sw_database_mysql_version: "5.7.21"

},

4.6 メタデータの設定（オプション）

設定が終了したら「イン
スタンスの起動」を

押して終了してください
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インスタンスの注意事項

インスタンスのOS別のログイン方法などは以下を参照ください。

CentOS

＞ P49 インスタンスの注意事項にすすむ

Red Hat Linux Enterprise 

＞ P50インスタンスの注意事項にすすむ

Ubuntu

＞ P52インスタンスの注意事項にすすむ

Windows

＞ P53インスタンスの注意事項にすすむ

44

4.7 OS別の手順に従いログイン
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4.8 起動したインスタンスにFloating IPを割り当て（オプション）

インスタンス画面にて、作成されたインスタンスの「アクション」ドロップダウンリスト
から「Floating IPの割り当て」を選択します。

「Floating IPの割り当て

の管理」ウィザードが開
いたら、「IPアドレス」の
「＋」ボタンを選択します。

①

②
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項目 設定例 補足

IP アドレス (例) 133.237.33.129 選択必須。

IPを割り当てるポート test-vm02: 172.18.1.105 選択必須。

設定終了したら、
「割り当て」ボタンを押す

「成功」のポップアップ

プールを確認し、「IP
の確保」ボタンを選択
します。

③

④

⑤
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インスタンスの作成はこれで終了です。お疲れさまでした。

⑤

「成功」のポップアップ

インスタンスの「IPアドレス」の
項目に「Floating IP」の表
示が増えたことを確認します。

⑥

インスタンス画面からインスタ
ンス名のリンクを選択、詳細
情報画面へ移動し、IPアドレ
ス項目でFloating IPが割り
当てられていることを確認しま
す。

⑦
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インスタンスの注意事項

インスタンスのOS別のログイン方法などは以下を参照ください。

•CentOS (/doc/osp/ja/help/instance/note/centos/)

•Red Hat Linux Enterprise  

(/doc/osp/ja/help/instance/note/rhel/)

•Ubuntu (/doc/osp/ja/help/instance/note/ubuntu/)

•Windows (/doc/osp/ja/help/instance/note/windows/)
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インスタンスの注意事項 CentOS

ログインアカウントについて

CentOS へログインアカウントは、 r-user となります。

インスタンスへのログイン

CentOS のインスタンスへログインするには SSHクライアントを 利用してくだ

さい。 認証方式は公開鍵認証方式のみを有効として います。

管理者権限が必要な操作の実⾏

管理者権限が必要な操作を行う場合は、 sudo コマンドを利用して ください。

• 実行例: yum コマンドによるパッケージの更新

sudo yum update

コンソール利⽤について

コンソールからログインする場合、使用するアカウントのパスワー ドを設定してく

ださい。

• 実行例: r-user のパスワードを変更する場合

sudo -i passwd r-user
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インスタンスの注意事項 Red Hat Enterprise Linux

ログインアカウントについて

Red Hat Enterprise Linux (以下、RHEL) へログインアカウント は、 r-user となりま

す。

インスタンスへのログイン

RHEL のインスタンスへログインするには SSHクライアントを利
用してください。 認証方式は公開鍵認証方式のみを有効としてい ます。

管理者権限が必要な操作の実行

管理者権限が必要な操作を行う場合は、 sudo コマンドを利用して ください。

• 実行例: yumコマンドによるパッケージの更新

sudo yum update

コンソール利用について

コンソールからログインする場合、使用するアカウントのパスワー ドを設定してください。

• 実行例: r-user のパスワードを変更する場合

sudo -i passwd r-user
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sudo subscription-manager register --org="RakutenCloud" ¥
--activationkey="ActivationKey_RHEL_Cloud_Hosts"

51

サブスクリプションについて

本サービスが提供する RHEL は、お客様で個別にサブスクリプション契約を締結することな

くパッケージ更新等の実施が可能です。

(サブスクリプション費用はインスタンス利用料に含まれてい ます)

サブスクリプションを有効とするには以下のコマンドを実行してください。
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インスタンスの注意事項 Ubuntu

ログインアカウントについて

Ubuntu へログインアカウントは、 r-user となります。

インスタンスへのログイン

Ubuntu のインスタンスへログインするには SSHクライアントを 利用してください。 認

証方式は公開鍵認証方式のみを有効として います。

管理者権限が必要な操作の実⾏

管理者権限が必要な操作を行う場合は、 sudo コマンドを利用して ください。

• 実行例: apt コマンドによるパッケージの更新

sudo apt upgrade

コンソール利⽤について

コンソールからログインする場合、使用するアカウントのパスワー ドを設定してください。

• 実行例: r-user のパスワードを変更する場合

sudo -i passwd r-user
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インスタンスの注意事項 Windows

ログインアカウントについて

Windows へログインアカウントは、 r-user となります。

インスタンスへのログイン

Windows のインスタンスへログインするには リモートでストップ クライアントを利用してください。

なお、リモートデスクトップ で接続するには対象アカウントのパスワードを設定する必要があり ま

す。 以下の手順でコンソールからパスワードを設定してくださ い。

1. 対象インスタンスのコンソール
(/doc/osp/ja/help/instance/console/)を開き、

画面右上の Send CtrlAtlDel ボタンをクリックします。
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2. ログインアカウントとして r-user が初期表示されるため、 そのままサインイン をクリックします。

3. 「サインインする前にユーザーのパスワードを変更する必要 があります」と表示されますので、 OK 

をクリックします。

4.パスワードは空白のまま、新しいパスワード 及び パスワードの確認入力にパスワード入力、

エンターキーを押します。

※パスワードは下記を満たす必要があります。

• ユーザーのアカウント名またはフル ネームに含まれる 3 文 字以上連続する文字列を使用しない。

• ⻑さは 8 文字以上にする。
• 次の 4 つのカテゴリのうち 3 つから文字を使う。

英大文字 (A ～ Z)
英⼩文字 (a ～ z)
アルファベット以外の文字 (!、$、#、% など)
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8. 「パスワードは変更されました」と表示されたら、 OK をクリック

9. 再度「r-user」が表示されるため、「サインイン」をクリック

55



56

10. デスクトップ画面が表示されます。ネットワークに関するダイアログには、「はい」をク

リックします。

これでネットワークの作成は終了です
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