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ユーザーの皆様へ 

 

本マニュアルに記載された全ての情報、ドキュメンテーション、および製品仕様は、製造元であ

る ATEN International により、予告無く改変されることがあります。製造元 ATEN International は、

製品および本ドキュメントに関して、品質・機能・商品性および特定の目的に対する適合性につい

て、法定上の、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる保証もいたしません。 

 

弊社製品は一般的なコンピューターのメインフレームおよびインターフェースの操作・運用・管理

を目的として設計・製造されております。高度な動作信頼性と安全性が求められる用途、例えば軍

事使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシステム、放送

システム、医療システム等における可用性への要求を必ずしも満たすものではございません。 

 

キーボード、マウス、モニター、コンピューター等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、

それぞれベンダの独自技術によって開発・ 製造されております。そのため、これらの異なるデバイ

スを接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。 また、機器

の併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環

境・異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。 

 

本製品および付属のソフトウェア、ドキュメントの使用によって発生した装置の破損・データの損

失等の損害に関して、直接的・間接的・特殊な事例・付帯的または必然的であるかを問わず、弊社

の損害賠償責任は本製品の代金相当額を超えないものとします。 

 

製品をお使いになる際には、製品仕様に沿った適切な環境、特に電源仕様についてはご注意

のうえ、正しくお使いください。 
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ATEN ジャパン製品保証規定 

 

弊社の規定する標準製品保証は、定められた期間内に発生した製品の不具合に対して、すべ

てを無条件で保証するものではありません。製品保証を受けるためには、この『製品保証規定』お

よびユーザーマニュアルをお読みになり、記載された使用法および使用上の各種注意をお守りく

ださい。 
また製品保証期間内であっても、次に挙げる例に該当する場合は製品保証の適用外となり、有

償による修理対応といたしますのでご留意ください。 

 

◆使用上の誤りによるもの 

◆ 製品ご購入後の輸送中に発生した事故等によるもの 

◆ ユーザーの手による修理または故意の改造が加えられたもの 

◆ 購入日の証明ができず、製品に貼付されている銘板のシリアルナンバーも確認できないもの 

◆ 車両、船舶、鉄道、航空機などに搭載されたもの 

◆ 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害、戦争、テロリズム等の予期しない災害によっ

て故障、破損したもの 

◆ 日本国外で使用されたもの 

◆ 日本国外で購入されたもの 

 

【製品保証手順】 

弊社の製品保証規定に従いユーザーが保証を申請する場合は、大変お手数ですが、以下の手

順に従って弊社宛に連絡を行ってください。 

（1）不具合の確認 

製品に不具合の疑いが発見された場合は、購入した販売店または弊社サポート窓口に連絡の

上、製品の状態を確認してください。 この際、不具合の確認のため動作検証のご協力をお願いす

ることがあります。 

（2）本規定に基づく製品保証のご依頼 

（1）に従い確認した結果、製品に不具合が認められた場合は、本規定に基づき製品保証対応を

行います。製品保証対応のご依頼をされる場合は、RMA 申請フォームの必要項目にご記入の上、

『お客様の製品購入日が証明できる書類』を用意して、購入した販売店までご連絡ください。販売

店が不明な場合は、弊社までお問い合わせください。 

（3）製品の発送 

不具合製品の発送は宅配便などの送付状の控えが残る方法で送付してください。 
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【製品保証期間】 

製品保証期間は通常製品/液晶ディスプレイ搭載製品で異なります。詳細は下記をご覧くださ

い。 

   

①通常製品 

製品納品日～30 日 初期不良、新品交換※1 

31 日～3 年間 無償修理 

3 年以上 有償修理※2 

②液晶ディスプレイ搭載製

品 

製品納品日～30 日 初期不良、新品交換※1 

31 日～2 年間 無償修理 

2 年以上 有償修理※2 

 

※1…製品購入日から30日以内に確認された不具合は初期不良とし、新品交換を行います。初期

不良の場合の送料は往復弊社にて負担いたします。 

※2…有償修理の金額は別途製品を購入された販売店までお問い合わせください。 

※ケーブル類、電源アダプター、その他レールキット等のアクセサリ類は初期不良の際の新品交

換のみ、承ります。 

※EOL (生産終了)が確定した製品については、初期不良であっても無償修理対応とさせていただ

きます。また EOL 製品の修理に関して、上記無償修理期間中であっても、部材調達の都合等によ

り修理不可になる可能性がございます。そのような場合には、機能同等品による良品交換のご対

応となる可能性がございます。 

※本保証期間は 2007 年 9 月 1 日以降にご購入された製品に適用されます。それ以前に購入され

た製品については、保証期間は 1 年間です。 

 

【補足】 

・本規定は ATEN/ALTUSEN ブランド製品に限り適用します。 

・初期不良による新品交換の場合は、ATEN より発送した代替品の到着後、5 営業日以内に不具

合品を弊社宛に返却してください。返却の予定期日が守られない場合は弊社から督促を行います

が、それにも係わらず不具合品が返却されない場合は、代替機相当代金を販売代理店経由でご

請求いたします。 

・ラベルの汚損や剥がれなどにより製品のシリアルナンバーが確認できない場合は、すべて有償修

理とさせていただきます。 
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【免責事項】 

1. 弊社製品は一般的なコンピューターのメインフレームおよびインターフェースの操作・運用・管

理を目的として設計・製造されております。高度な動作信頼性と安全性が求められる用途、例えば

軍事使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシステム、放

送システム、医療システム等における可用性への要求を、必ずしも満たすものではございません。 

2. キーボード、マウス、モニター、コンピューター等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、

それぞれベンダの独自技術によって開発・製造されております。そのため、これらの異なるデバイス

を接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。また、機器の

併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環境・

異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。 

3. 他社製品のKVMスイッチ、キーボード・マウスコンバーター、キーボード・マウスエミュレーター、

KVM エクステンダー等との組み合わせはサポート対象外となりますが、お客様で自己検証の上で

あれば、使用を制限するものではありません。 

4. 製品に対しての保証は、日本国内で使用されている場合のみ対象とさせて頂きます。 

5. 製品やサービスについてご不明な点がある場合は、弊社技術部門までお問い合わせください。 
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製品についてのお問い合わせ 

 

製品の仕様や使い方についてのお問い合わせは、下記窓口または製品をお買い上げになった

販売店までご連絡ください。 

購入前のお問い合わせ 

 

ATEN ジャパン株式会社 営業部 

TEL：03-5615-5810 

MAIL:sales@atenjapan.jp 

購入後のお問い合わせ 

 

ATEN ジャパン株式会社 技術部 

TEL ：03-5615-5811 

MAIL :support@atenjapan.jp 
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FCC 

 

本製品は FCC Class A 装置です。一般家庭でご使用になると、電波干渉を起こすことがあ

ります。その際には、ユーザーご自身で適切な処置を行ってください。 

 

本製品は、FCC（米国連邦通信委員会）規則の Part15 に準拠したデジタル装置 Class A の

制限事項を満たして設計され、検査されています。この制限事項は、商業目的の使用におい

て、有害な障害が発生しないよう、基準に沿った保護を提供する為のものです。 

この操作マニュアルに従わずに使用した場合、本製品から発生するラジオ周波数により、他の

通信機器に影響を与える可能性があります。 

また、本製品を一般住宅地域で使用した場合、有害な電波障害を引き起こす可能性もあります。

その際には、ユーザーご自身の負担で、その障害を取り除いてください。 

 

RoHS 

 

本製品は『電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会

指令』、通称 RoHS 指令に準拠しております。 

 

SJ/T 11364-2006 
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安全にお使い頂くために 

 

全般 

◆ 製品に同梱されるドキュメントは全てお読みください。またドキュメント類は全て保存してくださ

い。 

◆ 製品に関する注意・説明に従って取り扱ってください。 

◆ 落下による事故・製品の破損を防ぐため、設置場所は不安定な面（台車、簡易的なスタンドや

テーブル等）を避けるようにしてください。 

◆ 製品が水に濡れるおそれのあるような場所で使用しないでください。 

◆ 製品は熱源の近く、またはその熱源の上などで使用しないでください。 

◆ 製品のケースには必要に応じて通気口が設けられています。通気口のある製品は、安定した

運用を行うため、また製品の過熱を防ぐために、開口部を塞いだり覆ったりしないでください。 

◆ 製品をベッドやソファ、ラグなどの柔らかいものの上に置かないでください。開口部が塞がれ、

適切な通気が確保できずに製品が過熱する恐れがあります。 

◆ 製品にいかなる液体もかからないようにしてください。 

◆ 電源プラグを電源コンセントから抜く場合は、乾いた雑巾でプラグ周りのホコリを掃除してくださ

い。液体やスプレー式のクリーナーは使用しないでください。 

◆ 製品はラベルに記載されたタイプの電源に接続して運用してください。電源タイプについて不

明な場合は、購入された販売店もしくは電気事業者にお問い合わせください。 

◆ お使いの装置への損傷を避けるためにも、すべての装置を適切に接地するようにしてくださ

い。 

◆ 製品付属の電源ケーブルは安全のために 3 ピンタイプのプラグを使用しています。電源コンセ

ントの形状が異なりプラグを接続できない場合には電気事業者に問い合わせて適切に処置し

てください。アース極を無理に使用できない状態にしないでください。使用される国/地域の電

源形状に従ってください。 

◆ 電源コードやケーブルの上に物を置かないでください。人が通行するような場所避けて電源コ

ードを設置してください。 

◆ 電源の延長コードや電源タップを使用する場合は、合計容量とコードまたはタップの仕様が適

合していることを確認してください。電源コンセントにつながれている製品全ての合計アンペア

数は 15 アンペアを超えないようにしてください。 

◆ 突然の供給電力不安定や電力過剰・電力不足からお使いのシステムを守るために、サージサ

プレッサー、ラインコンディショナー、または無停電電源装置（UPS）をご使用ください。 

◆ システムケーブルや電源ケーブルは丁寧に取り扱ってください。これらのケーブル類の上には

何も置かないようにしてください。 
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◆ ホットプラグ対応パワーサプライの取り付け、または取り外しする場合は、以下の注意事項に従

ってください。 

 電源ケーブルを接続する前に、パワーサプライのセットアップを行ってください。 

 パワーサプライを取り外す前に電源ケーブルを抜いてください。 

 お使いのシステムが複数のパワーサプライをお使いである場合、パワーサプライからす

べての電源ケーブルを抜いてお使いのシステムから切り離してください。 

◆ 危険な電圧ポイントへの接触やショートによって、発火したり感電したりするおそれがあります

ので、キャビネットのスロットには何も挿入しないでください。 

◆ 装置をご自身で修理せず、何かありましたら技術サポートまでご相談ください。 

◆ 下記の現象が発生した場合、コンセントをはずして技術サポートに修理を依頼してください。 

 電源コードが破損した。 

 装置の上に液体をこぼした。 

 装置が雨や水にぬれた。 

 装置を誤って落下させた、ないしはキャビネットが破損した。 

 装置の動作に異変が見られる。（修理が必要です） 

 製品マニュアルに従って操作しているにもかかわらず、正常に動作しない。 

◆ 技術サポートの修理が必要となる故障が発生するおそれがありますので、製品マニュアルに従

って操作してください。 

 

  



 

6 

 

ラックマウント 

◆ ラックでの作業を始める前に、スタビライザーがラックに固定され床に接していること、また、ラッ

ク全体が安定した場所に置かれていることを確認してください。作業する前に、シングルラック

にフロントとサイドのスタビライザーを取り付けるか、結合された複数のラックにフロントスタビライ

ザーを取り付けてください。 

◆ ラックには下から上に向かって、一番重いアイテムから順番に取り付けてください。 

◆ デバイスを拡張する前にラックが水平で安定していることを確認してください。 

◆ ラックに供給する AC 電源の分岐回路が過剰供給にならないようご注意ください。ラック全体の

電源負荷は分岐回路の 80％を越えないように設定する必要があります。 

◆ ラックにマウントされたデバイスは、電源タップも含め、すべて正しく接地されていることを確認

してください。 

◆ ラックへの通気を十分に確保してください。 

◆ ラックに設置されているデバイスが動作している際に、デバイスを踏んだりデバイスによじ登っ

たりしないでください。 
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同梱品 

 

CS-9134/CS-9138 製品パッケージには下記のアイテムが同梱されています。 

 

 CS-9134/CS-9138 PS/2 KVM スイッチ ×1 

 DC9V 電源アダプター   ×1 

 ラックマウントキット   ×1 

 英語版ユーザーマニュアル  ×1 

 多言語版クイックスタートガイド   ×1 

 

上記のアイテムがそろっているかご確認ください。万が一、欠品または破損品があった場合は

お買い上げになった販売店までご連絡ください。 

 

本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しい使用法により、本製品および接続する機

器を安全にお使いください。 
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本マニュアルについて 

 

このユーザーマニュアルは、CS-9134/CS-9138 に関する情報や使用法について説明してお

り、取り付け・セットアップ方法、操作方法のすべてを提供します。 

マニュアル構成は下記のようになっています。 

 

第1章 はじめに：CS-9134/CS-9138 を紹介します。特長および機能の概要について説明しま

す。 

 

第2章 セットアップ：CS-9134/CS-9138 の製品各部名称から基本的なハードウェアセットアッ

プについて説明します。 

 

第3章 基本操作：CS-9134/CS-9138 の機能概要および操作方法について説明します。 

 

第4章 OSD 操作：CS-9134/CS-9138 の OSD（オンスクリーンディスプレイ）の詳細内容、およ

び操作方法について説明します。 

 

付録   製品の仕様および関連する技術情報や操作方法について説明します。 
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マニュアル表記について 

 

 

[   ] 

 

入力するキーを示します。例えば[Enter]はエンターキーを押します。複数

のキーを同時に押す場合は、[Ctrl + Alt]のように表記してあります。 

 

1. 

 

番号が付けられている場合は、番号に従って操作を行ってください。 

 

◆ 

 

◆印は情報を示しますが、作業の手順を意味するものではありません。 

 

→ 

 

矢印は操作の手順を示します。例えばStart → Runはスタートメニューを開

き、Run を選択することを意味します。 

 
重要な情報を示しています。 
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第 1 章 

はじめに 
概要 

 

 CS-9134/CS-9138 KVM スイッチは１箇所のコンソール（キーボード、モニター及びマウス）か

ら複数のコンピューターにアクセスすることができるようにするコントロールユニットです。以前は、

１箇所のコンソールから複数のコンピューターを設定するには複雑でコストのかかるネットワーク

システムを構築するしか方法がありませんでした。しかし、CS-9134/CS-9138 を導入すれば、低

コストで簡単に複数のコンピューターにアクセスすることができるようになります。 

 

 1 台の CS-9134 または CS-9138 では 4 台または 8 台のコンピューターが操作できます。本製

品は 3 段階までカスケード接続ができるので、その場合、CS-9134 を最大 21 台までカスケード

接続させるとコンピューターが最大 64 台操作でき、CS-9138 を最大 73 台までカスケード接続さ

せると最大 512 台のコンピューターが１箇所のコンソールから操作できます。 

 

 セットアップは適切なポートへケーブルを接続するだけなので早く簡単にできます。設定用の

ソフトウェアは不要なので、複雑なセットアップ手順や相性問題に悩まされることはありません。

CS-9134/CS-9138 はキーボードからの信号が直接入力されないので、どんなハードウェアプラ

ットフォームや OS にも対応できます。 

 

 接続しているコンピューターへアクセスするには、 (1) 製品本体のフロントパネルにあるポート

選択ボタンを押す。(2) キーボードからホットキーを入力する。(3) OSD（オンスクリーンディスプレ

イ）メニューから選択する、という 3 通りの方法があります。「クイックビュースキャン」機能を使用す

れば、接続している全てのコンピューターの動作状況を 1 台ずつ自動的にスキャンし、モニタリ

ングすることができます。 

 

CS-9134/CS-9138 を導入するより時間とコストを節約する方法はありません。1 箇所のコンソー

ルから接続しているコンピューター全てが管理できるので、CS-9134/CS-9138 を導入すれば、

(1) 各コンピューターにキーボード、モニター及びマウスを購入するコストが節約できる。(2) こう

したデバイスを設置するスペースが節約できる。(3) 電気代が節約できる。(4) コンピューター間

を移動する不便さと手間が省ける、という利点があります。 
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特長 

 

 3 段階カスケード接続対応－1 箇所のコンソールで 4 台(CS-9134) / 8 台(CS-9138)のコンピュ

ーターが操作可能 

 ソフトウェア不要－コンピューターの選択はフロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、OSD

（オンスクリーンディスプレイ）の 3 通り 

 クイックビュースキャン機能で選択したコンピューターの監視が可能 

 PS/2 マウスエミュレーション機能－コンピューター切替後にスムーズな操作を実現 

 コンソールの PS/2 マウスから接続しているコンピューター全てが操作可能 

 PS/2 準拠マウス対応－Microsoft Intellimouse Explorer 及び Logitech FirstMouse＋対応＊ 

 SVGA、VGA 及びマルチシンクモニター対応 

 解像度－最大 1920×1440@60Hz; DDC、DDC2、DDC2B 準拠 

 LED ディスプレイで状況の簡単監視が可能 

 ホットプラグ対応－メンテナンスの際にスイッチの電源を切ることなくコンピューターの追加/取

り外しが可能 

 Windows 98SE 以降、Linux RedHat 7.1 以降、FreeBSD、AIX4.3 対応 

 1U（19 インチ）システムラック搭載可能 

 

＊ 1. PS/2 3 ボタン（スクロールホイール付）マウスに対応しています。 

2. Logitech Mouse Ware プログラムの「Change Device」手順は Microsoft NT システムでは

動作しません。 
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システム要件 

 

コンソール 

 接続するコンピューター全ての最大解像度に対応した VGA、SVGA またはマルチシンクモニ

ター 

 PS/2 キーボード 

 PS/2 マウス 

 

コンピューター 

各コンピューターには以下のハードウェア環境が必要です。 

 VGA、SVGA またはマルチシンクポート 

 ミニ DIN6 ピン(PS/2)マウスポート 

 ミニ DIN6 ピン(PS/2)キーボードポート 

 

ケーブル 

 標準品でないケーブルを使用すると接続機器が破損したり、全体的な動作性能の低下を招いた

りする恐れがあります。信号の最適な整合性を保ちレイアウトをすっきりさせるためにも下記の高品

質専用ケーブルを使用されることを推奨します。 

ケーブルタイプ ケーブル長 型番 

標準タイプ 1.8m 2L-1001P/C 

3.0m 2L-1003P/C 

スリムタイプ 1.2m 2L-5001P/C 

1.8m 2L-5002P/C 
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製品各部名称 

 

フロントパネル 

CS-9134 

 

 

 

 

CS-9138 
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No. 名称 説明 

1 ポート選択ボタン  ボタンを押すとKVM操作がそれに対応するポートに接続され

たコンピューターへと切り替わります。 

 ポート選択ボタン 1 と 2 を同時に 3 秒押すと、キーボードとマ

ウスをリセットします。 

 CS-9134 のポート選択ボタン 3 と 4 を同時に押すとオートスキ

ャンモードを開始します。 

 CS-9138 のポート選択ボタン 7 と 8 を同時に押すと、オートス

キャンモードを開始します。 

2 ポート LED ランプ ポートLED ランプはポート選択ボタンに内蔵されています。上部は

オンライン LED ランプで、下部はポート選択 LED ランプです。 

 オンライン LED ランプがグリーンに点灯している場合、そのポ

ートに接続されたコンピューターに電源が入り、動作中である

ことを表します。点滅している場合はそのポートに別の KVM

スイッチがカスケード接続されていることを表します。 

 ポート選択 LED がオレンジ色に点灯している場合、そのポー

トに接続されたコンピューターの KVM 操作ができることを表し

ます。通常の状態ではこの LED は点灯していますが、点滅し

ている場合はそのポートに接続されたコンピューターがオート

スキャンモード中であることを表します。 

3 音声口 ビープ音などの本製品のシステム音がこの音声口から出されま

す。 

4 リセット このスイッチはピンホール型ボタンですので紙クリップやボールペ

ンのような先が細い物でこのスイッチを押すとシステムをウォームリ

セットします。このスイッチを 3 秒以上押すと、コールドリセットしま

す。 

5 電源 LED 点灯している場合、本製品に電源が入っていることを表します。 
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リアパネル 

CS-9134 

 

 

CS-9138 

 

 

No. 名称 説明 

1 電源ジャック 本製品はバスパワー対応（外部電源は不要で、コンピューターか

ら電源を取ります）です。外部電源が必要になる場合はカスケード

接続時、または本製品が接続コンピューターから十分な電源が取

れないため動作に不具合が出る時になります。外部電源を使用す

る場合は電源アダプターのケーブルをここに接続します。 

2 コンソールポート 

セクション 

 最初のステーションである場合、ここにモニター、キーボード

及びマウスを接続します。 

 カスケード接続されたものである場合、1 段階上のポートを接

続するケーブルをここに接続します。 

3 コンピューター 

ポートセクション 

本製品とコンピューターのキーボード、ビデオ及びマウスポートを

接続する KVM ケーブルをこのセクションにある任意のポートに接

続します。 
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第 2 章 

セットアップ 
セットアップの前に 

 

 

1. 機器の設置に際し重要な情報を p.4 に記載しています。作業の前に、必

ず目を通してください。 

2. 今から接続する装置すべての電源がオフになっていることを確認してくだ

さい。コンピューターにキーボード起動機能がついている場合は、ここから

電源ケーブルも抜いてください。 

 

卓上設置及びラックへの取付 

 

重ね置き 

 CS-9134/CS-9138 は製品に同梱のスタッキングブラケットを使用して卓上に重ね置きすることが

できます。上側に置く製品の底部にある4つのブラケットを下側に置く製品の上部にある4つのブラ

ケットに重ね合わせてから、上側の製品を下側の製品に重ね置いてください。 
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ラックへの取付 

1. 下図のようにスタッキングブラケットのネジを外して、本製品からスタッキングブラケットを外して

ください。 

 
2. 下図のように本製品の両側にラックマウントブラケットをネジ止めしてください。 

 

3. ラックに本製品をスライドさせてからラックに固定してください。 
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単体使用 

 

 単体使用では、カスケード接続させる追加のユニットはありません。単体使用のセットアップは下

記の手順に従ってください。 

 

1. 本製品のコンソールポートにキーボード、マウス及びモニターを接続してください。 

 

2. KVM ケーブルセット（p.12 「ケーブル」参照）を使用して、CS-9134 または CS-9138 の任意の

KVM ポートとセットアップするコンピューターのキーボード、ビデオ及びマウスポートを接続し

てください。 

 

3. 外部電源を使用する場合は、本体の電源ジャックに電源アダプターケーブルを接続してから

AC 電源コンセントに電源アダプターを接続してください。 

注意： 単体使用時、本製品は KVM ケーブルを通じてコンピューターから電源を取るた

め、外部電源不要で動作するように設計されています。コンピューターがマウスへ

5.5V の電源を供給する代わりにキーボードに 3.3V の電源を供給する場合（例：ノ

ートパソコン）、本製品は十分な電源を得ることができないので、そのような場合に

は電源アダプターを使用して外部電源を得るようにしてください。 

 

4. コンピューターの電源を入れてください。 

注意： 外部電源を使用する場合、コンピューターの電源を入れるよりも前に製品に電源

アダプターを接続して電源を得るようにしてください。 
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2 段階カスケード接続 

 

 更にコンピューターを多く操作するには、CS-9134 は 4 台、CS-9138 は 8 台のユニットを最初のス

イッチの KVM ポートからカスケード接続させることができます。最初のステージからカスケード接続

されたユニットは 2 番目のステージであるとみなされます。 

 

 2 段階カスケード接続で、CS-9134 は最大 16 台、CS-9138 は最大 64 台のコンピューターが操作

できます。付録に接続可能なコンピューター台数とユニットの台数を表した表を掲載しています。 

注意： ATEN KVM スイッチのいくつかの機種もカスケード接続させることが可能ですが（p.39 

「カスケード接続対応製品」参照）、異なる機種を混在させてセットアップすると OSD で

のポート切替に不具合が生じる可能性があるので、カスケード接続させる機種は最初

のスイッチと同じ型番のものを使用することを推奨します。 

 

 2 段階カスケード接続のセットアップは下記手順に従ってください。 

 

1. あらかじめセットアップされていた機器も含め、今から接続する機器全てに電源が入っていな

いことを確認してください。 

 

2. KVM ケーブルセット（p.12 「ケーブル）参照）を使用して 1 段階目となるスイッチの任意の

KVM ポートと 2 段階目となるスイッチのコンソールポートコネクターを接続してください。 

 

3. KVM ケーブルセット（p.12 「ケーブル）参照）を使用して 2 段階目となるスイッチの任意の

KVM ポートとセットアップするコンピューターのキーボード、ビデオ及びマウスポートを接続し

てください。 

 

4. 電源アダプターのケーブルを製品の電源ジャックに接続してから電源アダプターを AC 電源コ

ンセントに接続してください。 

注意： 他に 2 段階目となるスイッチを追加する場合は上記手順を繰り返してください。 

 

5. 1 段階目のユニットの電源アダプターを接続してください。 
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6. コンピューター全てに電源を入れてください。 

 

 

2 段階カスケード接続図 

 

  

注意： 電源を入れる手順は以下の通りです。2 段階目のスイッチ全ての電源を最初に入

れてください。2 段階目のスイッチ全てに電源が入ってから、次に 1 段階目のスイッ

チに電源を入れるようにしてください。2段階目のスイッチと1段階目のスイッチに電

源が入ってから、コンピューターの電源を入れるようにしてください。 
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3 段階カスケード接続 

 

 3段階カスケード接続のセットアップ手順は2段階カスケード接続のセットアップ手順とほぼ同じで

す。3 段階カスケード接続では CS-9134 は最大 64 台、CS-9138 は最大 512 台のコンピューターが

操作できます。付録に接続可能なコンピューター台数とユニットの台数を表した表を掲載していま

す。 

注意： 本製品は 3 段階以上のカスケード接続はできません。 

 

 3 段階カスケード接続のセットアップは下記の手順に従ってください。 

 

1. あらかじめセットアップされていた機器も含め、今から接続する機器全てに電源が入っていな

いことを確認してください。 

 

2. KVM ケーブルセット（p.12 「ケーブル）参照）を使用して 2 段階目となるスイッチの任意の

KVM ポートと 3 段階目となるスイッチのコンソールポートコネクターを接続してください。 

 

3. KVM ケーブルセット（p.12 「ケーブル）参照）を使用して 3 段階目となるスイッチの任意の

KVM ポートとセットアップするコンピューターのキーボード、ビデオ及びマウスポートを接続し

てください(p.22 「3 段階カスケード接続図」参照）。 

 

4. 電源アダプターのケーブルを製品の電源ジャックに接続してから電源アダプターを AC 電源コ

ンセントに接続してください。 

注意： 他に 3 段階目となるスイッチを追加する場合は上記手順を繰り返してください。 

 

5. 2 段階目のユニット全てに電源アダプターを接続してください。 

 

6. 1 段階目のユニットに電源アダプターを接続してください。 
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7. コンピューター全てに電源を入れてください。 

 

3 段階カスケード接続図 

 

  

注意： 電源を入れる手順は以下の通りです。3 段階目のスイッチ全ての電源を最初に入

れてください。3 段階目のスイッチ全てに電源が入ってから、次に 2 段階目のスイッ

チに電源を入れるようにしてください。2 段階目のスイッチ全てに電源が入ってか

ら、次に 1 段階目のスイッチに電源を入れるようにしてください。この手順に従って

ユニット全てに電源を入れてから、コンピューターの電源を入れるようにしてくださ

い。 
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第 3 章 

基本操作 
ホットプラグ 

 

 CS-9134/CS-9138 はホットプラグに対応しているので、デバイスを外したり、追加したりする場合

は、ポートからケーブルを外したり、接続するだけで、本製品の電源を切る必要はありません。ホッ

トプラグを正しく動作させるためには下記に従ってください。 

 

KVM ポートのホットプラグ 

 KVM ポートからケーブルをホットプラグするには下記に従ってください。 

 ケーブルは外したポートと同じポートに再度接続してください。 

 マウスケーブルはキーボードケーブルよりも先に接続してください。 

 ケーブルを接続しなおした後は 1 段階目のスイッチのリセットスイッチを押して KVM リセットを

実行しなければなりません。 

 

コンソールポートのホットプラグ 

 コンソールポートのキーボード、モニター及びマウス全てはホットプラグ可能です。 

注意： 1. 例えばマウスをリセットする場合にコンソールポートからマウスをホットプラグする

場合、同じマウスを再接続してください。 

2. ホットプラグ後（またはいつでも）、マウスや PS/2 キーボードが反応しない場合、1

段階目のスイッチのフロントパネルにあるポート選択ボタンの 1 と 2 を同時に 3 秒

間押して PS/2 キーボードと PS/2 マウスのリセットをしてください。 
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シャットダウンと再起動 

 

 製品をシャットダウンする必要がある場合、再起動する前に以下の手順に従ってください。 

 

1. 接続しているコンピューター全てをシャットダウンしてください。ユニットをカスケード接続してい

る場合は、そのユニット全てとそこから接続されているコンピューター全ても同様にシャットダウ

ンしてください。 

注意： 1. キーボード起動機能がついているコンピューターの場合は、電源コードも抜

いてください。さもないとスイッチはコンピューターから給電され続けることにな

ります。 

2. スイッチに外部電源を使用している場合は電源アダプターも外してください。 

 

2. 10 秒経ったら、シャットダウンしたステーションの順番に従ってカスケード接続の一番下のステ

ーションからスイッチを接続し直してください。 

 

3. ユニット全てに電源が入ってから、シャットダウンした順番に従って一番下のステーションに接

続されたコンピューターから電源を入れてください。 

 

ビープ音の On/Off 

 

 CS-9134/CS-9138 のビープ音は下記のホットキーを使用して On/Off にすることができます。 

 

1. [Ctrl] [Shift] [Alt]キーを押してホットキー機能を起動してください。 

2. [B]キーを押してから[Enter]キーを押してください。 

注意： 1. 1 度に 1 つのキーを順番に押してください。 

2. [Ctrl] [Shift] [Alt]キーを押してホットキー機能を起動した後、[B]キーと[Enter]キ

ーの各キーを 1 秒以内に押してください。 

3. ビープ音のデフォルトは On です。 
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ポートの選択方法 

 

 CS-9134/CS-9138 では、接続されたコンピューターの選択方法として、手動による選択、ホットキ

ーによる選択、そして OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューによる選択、の 3 つの方法をご用意

しております。 

 

手動によるポートの切替 

ポートの選択 

 アクセスしたい KVM ポートに対応する CS-9134/CS-9138 のフロントパネルにあるポート選択

スイッチを押してください。 

 ポート選択スイッチを押した後、ポート選択LEDランプが点灯して選択したポートのKVM操作

ができることを表します。 

 OSD(p.29 参照）では選択したコンピューターが自動的にハイライトされます。 

注意： カスケード接続時では、アクセスしたいコンピューターが直接接続されたスイッチの

ポート選択スイッチを押すようにしてください。 

 

オートスキャン 

 1 段階目の CS-9134 はポート選択スイッチの 3 と 4、CS-9138 はポート選択スイッチの 7 と 8

を同時に押すとオートスキャン機能が開始します。 

 OSD の「F4 QV」機能（p.32 参照）でクイックビュースキャンをするように現在選択されたポート

全てを順番にスキャンします。各ポートをスキャンする時間はOSDの「F6 SET」機能（p.34参照）

で設定できます。 

 オートスキャンモードを中止するには 2 通りの方法があります。 

1. 任意のポート選択スイッチを押してください。オートスキャンモードは停止し、その押した

ポート選択スイッチに対応するポートにあるコンピューターへ KVM 操作が切り替わりま

す。 

2. [スペースキー]を押してください。オートスキャンモードは停止し、KVM 操作はオートスキ

ャンが停止したポートに留まったままになります。 

  



 

26 

 

ホットキーによるポートの選択 

ポートの選択 

 ホットキーを使用してポートを選択するには、下記の手順に従ってください。 

 

1. [Ctrl] [Shift] [Alt]キーを押してホットキー機能を起動してください。 

2. ポート ID 番号（p.27 参照）を入力してから[Enter]キーを押してください。 

 

オートスキャン 

 ホットキーを使用してオートスキャンを開始するには、下記の手順に従ってください。 

 

1. [Ctrl] [Shift] [Alt]キーを押してホットキー機能を起動してください。 

2. [0] （ゼロ）を入力してから[Enter]キーを押してください。 

 

 オートスキャンモードを終了するには[スペースキー]を押してください。オートスキャンモードは停

止し、KVM 操作はオートスキャンが停止したポートに留まったままになります。 

 

注意： 1. 1 度に 1 つのキーを順番に押してください。最初に[Ctrl]キー、次に[Shift]キー、

最後に[Alt]キーを押してください。 

2. [Ctrl] [Shift] [Alt]キーを押してホットキー機能を起動した後、ポート ID と[Enter]

キーの各キーを 1 秒以内に押してください。 

 

OSD 

 OSD（オンスクリーンディスプレイ）はコンピューターの切替手順を扱うメニュー形式のインターフェ

ースです。OSD の操作方法については p.29 で説明します。 
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ポート ID の割り当て 

 

 製品の各ポートにはポート IDが割り当てられています。ホットキーまたは OSDによるポート選択の

いずれかの方法で、コンピューターが接続されているポートのポート ID を特定して、全段階にある

任意のコンピューターに直接アクセスすることができます。 

 

ポート ID は 1、2 または 3 桁の数字でカスケード接続のステージレベルとコンピューターが接続され

たユニットの KVM ポート番号で決まります。 

 

 最初の数字は 1 段階目のスイッチの KVM ポート番号を表します。2 番目の数字は 2 段階目にあ

るスイッチの KVM ポート番号を表し、3 番目の数字は 3 段階目にあるスイッチの KVM ポート番号

を表します。 

 

 1 段階目のスイッチに接続されたコンピューターには 1 桁のポート ID（CS-9134 は 1～4、

CS-9138 は 1～8）が割り当てられます。ポート ID はコンピューターが接続された KVM ポート

番号に対応しています。 

 2 段階目のスイッチに接続されたコンピューターには 2 桁のポート ID が割り当てられます。 

 最初の数字は 2 段階目のスイッチが接続された 1 段階目のスイッチの KVM ポート番号を

表します。 

 2 番目の数字はコンピューターが接続された 2 段階目のスイッチの KVM ポート番号を表

します。 

例えば、ポート ID が「2 3」である場合、そのコンピューターは 2 段階目のスイッチの KVM ポー

ト番号 3 に接続されていて、その 2 段階目のスイッチは 1 段階目のスイッチの KVM ポート番

号 2 に接続されているという意味です。 

 同様に、3 段階目のスイッチに接続されたコンピューターには 3 桁のポート ID が割り当てられ

ます。ポート ID が「2 4 1」である場合、そのコンピューターは 3 段階目のスイッチの KVM ポー

ト番号 1 に接続され、その 3 段階目のスイッチは 2 段階目のスイッチの KVM ポート番号 4 に

接続され、その 2 段階目のスイッチは 1 段階目のスイッチの KVM ポート番号 2 に接続されて

いるという意味です。 
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ポート ID 入力例 

 

1. 単体使用時、スイッチの KVM ポート番号 3 に接続されているコンピューターにアクセスするに

は下記のようにホットキーモードを起動した後、ポート ID 3 を入力してください。 

[Ctrl] [Shift] [Alt] [3] [Enter] 

 

2. 1 段階目のスイッチの KVM ポート番号 2 に 2 段階目のスイッチが接続され、その 2 段階目に

あるスイッチのKVMポート番号3に接続されたコンピューターにアクセスする場合は、下記のよ

うにホットキーモードを起動した後、ポート ID「2 3」を入力してください。 

[Ctrl] [Shift] [Alt] [2] [3] [Enter] 

注意： 数字は 1 度に 1 つずつ入力してください。 

 

3. 1 段階目の KVM ポート番号 2 に 2 段階目のスイッチが接続され、その 2 段階目のスイッチの

KVM ポート番号 4 に 3 段階目のスイッチが接続され、その 3 段階目のスイッチの KVM ポート

番号 1 に接続されたコンピューターにアクセスする場合は、下記のようにホットキーモードを起

動した後、ポート ID「2 4 1」を入力してください。 

[Ctrl] [Shift] [Alt] [2] [4] [1] [Enter] 
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第 4 章 

OSD 操作 
OSD 概要 

 

 オンスクリーンディスプレイ（OSD）はメニュー形式のインターフェースで、コンピューターの管理や

切替操作を行うものです。ホットキーによる切替方法も使えますが、特に多数のコンピューターがカ

スケード接続されてどのポートにコンピューターが接続されているかわかりにくい場合に、この OSD

は大変役に立ちます。 

 

操作全ては OSD メインメニューからはじめます。メインメニューを表示するには[Ctrl]キーを 2 度

押します。 

注意： 1. 必ず同じ[Ctrl]キーを 2 度押すようにしてください（両方左側または両方右側のキ

ーを押してください）。 

2. OSD ホットキーを[Scroll Lock]キーの 2 度押しに変更することもできます（p.34 

「OSD ACTIVATING HOTKEY」参照）。 

 

 OSD を起動すると、下図のような画面が表示されます。 

 

 OSD は常にリスト一覧の画面から表示され、ハイライトバーの位置は前回閉じた時と同じ位置に

あります。 

 

 次の 2 章では OSD の使い方と OSD ホットキーについて説明します。 
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OSD 操作方法 

 

◆ [Esc]を押すと、現在の選択をキャンセルする、または現在のメニューをキャンセルし、1 段上の

メニューに戻ります。一番上の段階のメニューである場合は、OSD 画面を閉じます。 

◆ リスト表示を 1 行ずつ上下へ移動する場合は、三角のマーク「▲▼」をクリックするか、またはキ

ーボードの上下矢印キーを押してください。メイン画面に表示されているもの以上の項目があ

る場合は画面がスクロールします。 

◆ リスト表示を 1 ページずつ上下へ移動する場合は、上下の矢印「↑↓」をクリックするか、また

はキーボードの[Pg Up] と [Pg Dn]キーを使用してください。メイン画面に表示されているもの

以上の項目がある場合は画面がスクロールします。 

◆ ポートを切り替える場合は、ハイライトバーを移動させてから[Enter]キーを押してください。 

◆ これらを実行した後、メニューは自動的に 1 段階上の状態に戻ります。 

 

 

OSD メイン画面の項目 

 

項目 説明 

PN この列には接続された KVM ポート全てのポート ID 番号（ステーション番号－ポ

ート番号）が表示されます。ハイライトバーを移動させてから[Enter]キーを押す

と特定のコンピューターにアクセスできます。 

QV クイックビュースキャン（p.31 「F2」及び p.32 「F4」参照）をするようにポートが選

択されている場合、この列に矢印が表示されます。 

PC コンピューターに電源が入っていてオンライン状態である時にこの列にプラスマ

ーク「＋」が表示されます。 

NAME ポートに名前がつけられている（p.33 「F5」を参照）場合、この列にその名前が

表示されます。 
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ファンクションキー 

 

 ファンクションキーを押すと OSD を設定したり操作したりする際に使用するサブメニューが表示さ

れます。例えば、素早く任意のポートに切り替えたり、選択したポートのみをスキャンしたり、閲覧で

きるポートを制限したり、クイックビュースキャンを行うポートを設定したり、ポート名の作成や編集を

行ったり、OSD 設定の調整を行ったりすることができます。 

 

F1: GOTO 

 「GOTO」機能では下記の 2 通りの方法のいずれかを使用して、ポートへ直接切り替えることがで

きます。 

 

1. ハイライトバーを切り替えたいポートへ移動させてから[Enter]キーを押してください。 

2. ポート ID またはポート名を入力してから[Enter]キーを押してください。 

注意： 「GOTO」機能では名前を入力すると利用できるポートのリストを狭めることができま

す。例えば最初に[a]と入力すると、リストには[a]で始まる名前のポートのみを表示

します。次に[b]を入力すると[ab]で始まる名前のポートのみが表示されるようになり

ます。 

 

 ポートの選択をしないで OSD メインメニューに戻るには、[Esc]キーを押してください。 

 

F2: SCAN 

 「F2」を押すと、クイックビュースキャンを開始します。OSD は「QV」機能（p.32 「F4: QV」参照）と

共にここで選択したポート全てを循環するようにします。 

 

 「F6: SET」機能の「Scan Duration」（スキャン持続時間）で設定した時間、各ポートをスキャンしま

す（p.34 「SCAN DURATION」参照）。あるポートで中止したい場合は、[スペースキー]を押してス

キャンを停止してください。 

注意： 1. スキャンが何も接続されていないポートまたは接続されたコンピューターに電源が

入っていないポートをスキャンする場合はモニターの画面がブランクになり、キー

ボードとマウス入力が無効になります。スキャンの持続時間が過ぎると、次のポート

をスキャンするようになります。 

2. コンピューターがアクセスされ、ポート ID の前に S が表示されている場合はクイック

スキャンモードアクセスされていることを表します。 



 

32 

 

F3: LIST 

 この機能を使用して OSD のメイン画面のリストに表示されるポートを増やしたり減らしたりできます。

表示されたサブメニュー上の指差しアイコンは現在選択している項目を表します。設定を変更する

には、その項目へハイライトバーを移動させてから[Enter]キーを押してください。各設定項目の説

明を下表に表しています。 

 

項目 説明 

ALL 接続されたポート ID とポート名（名前が設定されている場合。p.33 「F5」参

照）全てを表示します。 

QVIEW クイックビュースキャン（下記「F4」参照）として設定されたポートのみを表示し

ます。 

POWERED ON 電源が入っているコンピューターのみリスト表示します。 

POWERED ON 

+ QVIEW 

クイックビューポート（p.下記「F4」参照）として設定されたポートであり、且つ

そのポートに接続されたコンピューターの電源が入っているポートを表示し

ます。 

QVIEW ＋ 

NAME 

クイックビューポート（下記「F4」参照）として設定されたポートであり、且つそ

のポートに名前が割り当てられている（p.33 「F5」参照）ポートを表示します。 

NAME 名前が割り当てられている（p.33 「F5」参照）ポートのみを表示します。 

POWERED ON 電源の入ったコンピューターが接続されたポートのみを表示します。 

 

注意： 1. ナビゲーションキーを使用してリスト上の任意のポートにアクセスしてから[Enter]

キーを押してください。 

2. 選択したポートにコンピューターが接続されていない、またはコンピューターに電

源が入っていない場合でも OSD はそのポートへ切り替わり、エラー表示はされま

せん。 

 

F4: QV 

 「QV」機能ではクイックビュースキャン機能でオートスキャンしたいポートが選択できます（p.31 

「F2」参照）。 

 

 「F4」はポートの選択/非選択を交互に切り替えます。ポートの選択/非選択は、ハイライトバーを

そのポートまで移動させてから「F4」を押してください。ポートを選択すると「QV」の欄に矢印が表示

されます。ポートが選択されていない場合、矢印は表示されません。 
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F5: EDIT 

 どのコンピューターがどのポートに接続されているか覚えやすくするために、各ポートに名前を付

けることができます。「EDIT」機能を使用してポート名を作成、修正、消去することができます。ポー

ト名を編集するには下記の手順に従ってください。 

 

1. 編集したいポートへハイライトバーを移動させてください。 

2. [F5」を押してください。 

3. ポート名を入力する、または古い名前を編集/消去してください。 

ポート名で使用できる文字数は最大 15 です。 

使用できる文字は下記の通りです。 

 アルファベット全て： a～z、A～Z 

 数字全て： 0～9 

 ＋ － / ． スペース 

大文字/小文字は区別しません。OSD では入力した文字にかかわらず、ポート名は全て大文字

で表示されます。 

4. 編集が終わると、[Enter]キーを押して変更を有効にしてください。変更をしない場合は[Esc]キ

ーを押してください。 
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F6: SET 

 「F6」を押すと OSD 設定メニューを起動します。設定を変更するには下記手順に従ってください。 

 

1. 変更したい項目にハイライトバーを移動させてから[Enter]キーを押してください（現在選択して

いる項目には指差しアイコンが表示されます）。 

2. サブメニューが表示されたら変更した項目までハイライトバーを移動させてから[Enter]キーを

押してください。 

 

 各項目は下表で説明します。 

項目 説明 

CHANNEL DISPLAY 

MODE 

ポート ID をどのように表示するかを設定します。ポート番号＋ポート

名（PN＋NAME）、ポート番号のみ（PN）、またはポート名のみ

(NAME)。 

CHANNEL DISPLAY 

DURATION 

ポートを切り替えてから画面にポート ID を表示している時間を設定

します。 

設定は、3 秒間と Always On (常に表示）の 2 種類があります。 

CHANNEL DISPLAY 

POSITION 

画面上のポート ID 表示位置を設定します。矢印キーに加え、[Pg 

Up]、[Pg Dn]、[Home]、[End]、そして[Num Lock]をオフにしたテン

キーの[5]を使用してポート ID の表示位置を選んでから、ダブルクリ

ックするか、または[Enter]キーを押してその位置を決定し、「SET」の

サブメニューに戻ってください。 

SCAN DURATION オートスキャンモード時に各ポートを表示する時間を設定します。

3、5、10、15、20、30、40 及び 60 秒間から選択できます。 

OSD ACTIVATING 

HOTKEY 

OSD 機能を起動するホットキーを[Ctrl] [Ctrl]または[Scroll Lock] 

[Scroll Lock]から選択します。デフォルトは[Ctrl]キーです。しかし、

動作中のコンピューターの他のプログラムと競合する場合は、

[Scroll Lock]の 2 度押しをご利用ください。 

SET PASSWORD ポート名リストの消去、デフォルト値への復元、コンソールのロック/

アンロックを設定する際にパスワードを設定することができます。パ

スワード設定の詳細は p.36 「OSD セキュリティ」を参照してくださ

い。 

（表は次ページへと続きます。） 
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項目 説明 

CLEAR THE NAME 

LIST＊ 

リストからポート名全てを消去します。これを実行する前に確認メッ

セージが表示されます。[Y]を入力して[Enter]キーを押すと消去を

確定します。名前が消去されている間、ディスプレイのその旨のメッ

セージが表示されます。名前全てが消去された後、消去が完成し

た旨を表すメッセージが表示されます。 

RESTORE DAFAULT 

VALUES＊ 

メモリーから設定全てを消去し、工場出荷時のデフォルト値へ戻し

ます（p.39 「OSD 工場出荷時デフォルト設定」参照）。実行する前

に確認メッセージが表示されます。実行する場合は[Y]キーの後、

[Enter]キーを入力してください。設定を消去している間、その旨を

示すメッセージが表示されます。設定が消去された後には、設定の

消去が完成した旨を示す別のメッセージが表示されます。 

LOCK CONSOLE＊ コンソールをロック/アンロックします。コンソールがロックされている

とモニターに表示されるだけとなります。コンソールからの情報入力

は無効となり、コンソールから、または手動でスイッチのポート選択

ボタンを押してのポート切替も無効になります。システムにアクセス

できるようにするには、コンソールをアンロックするしかありません。

パスワードが設定されている場合、コンソールをロック/アンロックす

るにはパスワードを入力する必要があります。パスワードが設定され

ていない場合は、[Enter]キーを押すとコンソールをロック/アンロッ

クできます。 

 

＊ パスワードが設定されている場合、この設定を行うにはパスワードを入力しなければな

りません。詳細はp.34 「SET PASSWORD (パスワードの設定)」及びp.36 「OSDセキュ

リティ」を参照してください。 

 

  



 

36 

 

OSD セキュリティ 

 

 システムに権限の無い者がアクセスするのを防ぐために、OSD ではパスワードセキュリティ機能を

提供しています。パスワードが設定されると、OSD ではその設定を入力する前にユーザーからパス

ワードを入力するように要求します。 

 

新しいパスワードの設定 

 新しくパスワードを設定するには下記手順に従ってください。 

 

1. 「F6」を押してセットアップ設定メニューを起動してください。 

2. ハイライトバーを「SET PASSWORD」の項目まで移動させてから[Enter]キーを押してください。 

a) アドミニストレーターがこの機能を始めて使用する場合は画面に「ENTER PASSWORD」

（パスワードを入力）と表示されます。その場合はそのまま[Enter]キーを押して続けてくだ

さい。 

b) そうでない場合は、画面に「NEW PASSWORD」（新パスワード）と表示されます。 

3. 新しいパスワードを入力してから[Enter]キーを押してください。 

パスワードは最大8文字までのアルファベットと数字（Aa～Zz、0～9）を組み合わせて設定でき

ます。 

4. 正しいことを確認するために新しいパスワードをもう一度入力してから、[Enter]キーを押してく

ださい。 

2 つのパスワード入力が合致していれば、新しいパスワードは受け付けられ、画面に下記のメ

ッセージが表示されます。 

SET PASSWORD OK 

2 つのパスワード入力が合致していない場合は下記のメッセージが画面に表示されます。 

PASSWORD NOT MATCH 

その場合は、始めからやり直してください。 
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パスワードの変更 

 パスワードを変更するには下記手順に従ってください。 

 

1. 「パスワードの設定」の手順 1 と 2 を行ってください。 

2. 古いパスワードを消去後、新しいパスワードを入力してから[Enter]キーを押してください。 

上記のようにパスワードは最大 8 文字までのアルファベットと数字（Aa～Zz、0～9）を組み合わ

せて設定できます。 

3. 「パスワードの設定」の手順 4 に従って終了してください。 

 

パスワードの消去 

 パスワードを消去するには下記手順に従ってください。 

 

1. 「パスワードの設定」の手順 1 と 2 を行ってください。 

2. 古いパスワードを消去後、[Enter]キーを押してください。 
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付録 
コンピューター接続台数一覧表 

 

下表にユニットの台数とそこから操作できるコンピューターの接続台数を示します。 

 

CS-9138 

台数 
コンピュ

ーター 
台数 

コンピュ

ーター 
台数 

コンピュ

ーター 
台数 

コンピュ

ーター 

1 1～8 20 134～141 39 267～274 58 400～407 

2 8～15 21 141～148 40 274～281 59 407～414 

3 15～22 22 148～155 41 281～288 60 414～421 

4 22～29 23 155～162 42 288～295 61 421～428 

5 29～36 24 162～169 43 295～302 62 428～435 

6 36～43 25 169～176 44 302～309 63 435～442 

7 43～50 26 176～183 45 309～316 64 442～449 

8 50～57 27 183～190 46 316～323 65 449～456 

9 57～64 28 190～197 47 323～330 66 456～463 

10 64～71 29 197～204 48 330～337 67 463～470 

11 71～78 30 204～211 19 337～344 68 470～477 

12 78～85 31 211～218 50 344～351 69 477～484 

13 85～92 32 218～225 51 351～358 70 484～491 

14 92～99 33 225～232 52 358～365 71 491～498 

15 99～106 34 232～239 53 365～372 72 498～505 

16 106～113 35 239～246 54 372～379 73 505～512 

17 113～120 36 246～253 55 379～386  

18 120～127 37 253～260 56 386～393 

19 127～134 38 260～267 57 393～400  
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CS-9134 

台数 
コンピュ

ーター 
台数 

コンピュ

ーター 
台数 

コンピュ

ーター 
台数 

コンピュ

ーター 

1 4 7 19～22 13 37～40 19 55～58 

2 4～7 8 22～25 14 40～43 20 58～61 

3 7～10 9 25～28 15 43～46 21 61～64 

4 10～13 10 28～31 16 46～49   

5 13～16 11 31～34 17 49～52   

6 16～19 12 34～37 18 52～55   

 

カスケード接続対応製品 

 

 下記 ATEN KVM スイッチが CS-9134/CS-9138 にカスケード接続できます。 

 

 CS-88A 

 CS-114A 

 CS-124A 

 CS-128A 

 CS-138A 

注意： 上記機種はカスケード接続に対応していますが、同じ接続環境に異なる機種を混在

させるとOSDによるポート切替に不具合が生じることがあります。従いましてカスケード

接続する機種は 1 段階目の機種と同じものを使用することを推奨します。 

 

OSD 工場出荷時デフォルト設定 

 

 工場出荷時のデフォルト設定は下表の通りです。 

設定 デフォルト値 

ポート ID 表示時間 常に表示 

ポート ID 表示方法 ポート番号＋ポート名 

スキャン持続時間 3 秒間 
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トラブルシューティング 

 

問題 考えられる原因 解決方法 

動作にエラーが

出る。 

バスパワーでの操作で

本製品に十分な電源が

供給されていない。 

製品に同梱されている電源アダプターを使用して

十分な電源を供給するようにしてください。 

ホットキーを押し

ても反応しない。 

選択したポートに接続

されたコンピューターが

壊れている、または電

源が入っていない。 

選択したポートのオンライン LED ランプを確認し

てください。点灯していない場合は、下記を行っ

てください。 

1. 電源が入っているコンピューターが接続され

たポートのポート選択スイッチを手動で押し

てください。 

2. ケーブルが正しく接続されているか確認して

ください。 

キーボードのリセットが

不適切。 

1. 1 段階目のスイッチのポート選択スイッチの 1

と 2 を同時に 3 秒間押してキーボード（とマウ

ス）をリセットしてください。 

2. コンソールキーボードポートからキーボード

のコネクターを抜いてから、もう一度接続して

ください。 

ユニットのリセットが不

適切。 

ユニット全ての電源を切って 5 秒ほど経ってから

再び電源を入れてください。詳細は p.24 「シャッ

トダウンと再起動」を参照してください。 

間違ったポート ID を入

力している。 

ホットキー機能（p.26 参照）を起動してからポート

ID と[Enter]キーの各キーを 1 秒以内に入力する

ことを確認してください。 

マウスが反応し

ない。 

マウスのリセットが不適

切。 

1. 1 段階目のスイッチのポート選択スイッチの 1

と 2 を同時に 3 秒間押してマウス（とキーボー

ド）をリセットしてください。 

2. コンソールキーボードポートからマウスのコネ

クターを抜いてから、もう一度接続してくださ

い。 
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製品仕様 

 

機能 CS-9134 CS-9138 

コンピューター

接続数 

ダイレクト接続 4 8 

最大（カスケード） 256 512 

コンソール接続数 1 

コンピューター

側対応インター

フェース 

キーボード 

PS/2 

マウス 

コンソール側対

応インターフェ

ース 

キーボード 

PS/2 

マウス 

ポート選択方法 プッシュボタン、ホットキー、OSD 

コンピューター

側コネクター 

キーボード ミニ DIN6 ピンメス×4 ミニ DIN6 ピンメス×8 

マウス ミニ DIN6 ピンメス×4 ミニ DIN6 ピンメス×8 

モニター D-sub15 ピンオス×4 D-sub15 ピンオス×8 

コンソール側 

コネクター 

キーボード ミニ DIN6 ピンメス×1 

マウス ミニ DIN6 ピンメス×1 

モニター D-sub15 ピンメス×1 

電源ジャック DC 電源ジャック×1 

LED 

ポート選択 グリーン×4 グリーン×8 

オンライン オレンジ×4 オレンジ×8 

電源 ブルー×1 

キーボード・マウスエミュレーション PS/2 

スキャンインターバル 
3、5、10、20、30、40、60（ユーザー設定）秒/ 

3 秒(デフォルト) 

電源仕様(アダプター) 

型番：0AD8-5909-031G 

入力：AC 100V 50～60Hz 

出力：DC9V / 300mA 

消費電力 0.9W 1.08W 

VGA 解像度 最大 1,920×1,440; DDC2B 準拠 

（表は次ページへと続きます。） 
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機能 CS-9134 CS-9138 

動作環境 

動作温度 0～50℃ 

保管温度 -20～60℃ 

湿度 0～80％RH、結露なきこと 

ケース材料 メタル 

重量 2.6kg 2.85kｇ 

サイズ(W×D×H) 432×150×44.5mm 

同梱品 

電源アダプター×1 

ラックマウントキット×1 

ユーザーマニュアル×1 

対応 KVM ケーブル 

《PS/2 KVM ケーブル》 

2L-1001P/C (1.8m) 

2L-1003P/C (3m) 

2L-1005P/C (5m) 

2L-1010P/C (10m) 

2L-1020P/C (20m) 

 

《スリムタイプ PS/2 KVM ケーブル》 

2L-5001P/C (1.2m) 

2L-5002P/C (1.8m) 

2L-5003P/C (3m) 

2L-5005P/C (5m) 

 

《USB KVM ケーブル》 

2L-5502UP (1.8m) 

2L-5503UP (3m) 

2L-5506UP (6m) 

＊標準でケーブルは付属していません。 

カスケード対応製品 
CS-9134 

CS-9138 

（表は次ページへと続きます。） 
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機能 CS-9134 CS-9138 

カスケード用ケーブル 

《PS/2 KVM ケーブル》 

2L-1001P/C (1.8m) 

2L-1003P/C (3m) 

2L-1005P/C (5m) 

 

《スリムタイプ PS/2 KVM ケーブル》 

2L-5001P/C (1.2m) 

2L-5002P/C (1.8m) 

2L-5003P/C (3m) 

2L-5005P/C (5m) 

旧 SUN システム専用ケーブル 

（13W3＋ミニ DIN8 ピン） 
CV-130B (1.8m) 

新 SUN システム専用ケーブル 

（D-sub15 ピン＋USB） 
CV-131B (1.8m) 

MAC 対応(USB インターフェース用） 対応 KVM ケーブル＋UC-100KMA 

PS/2 エミュレーター 対応ケーブル＋CV-100KM 
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