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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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◆ 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。 

◆ “UPGRADE”と書かれた RJ-11 コネクターを公衆通信網に接続しないようにしてください。 
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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。作業前にフロントとサイドのスタ

ビライザーをシングルラックに取り付けるか、多機能ラックをフロントスタビライザーに取り付けて

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。 

◆ デバイスレールのリリース用ラッチを押しながらデバイスをスライドさせてラックに出し入れする

際にはスライドレールに指を挟まないようにご注意ください。 

◆ デバイスがラックに挿入されたら、慎重にレールをロックする位置までスライドしてください。 

◆ 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。 

◆ 本製品で定められている保管温度を超えないように、ラックが設置されている場所の室温を調

節してください。 

◆ 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 

 

KL1508A/KL1516A 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。 

 

 KL11508A または KL1516A 17/19 インチ LCD 搭載 8 ポートカテゴリ 5 KVM ドロワー 

（標準ラックマウントキット付）  ×1 

 ファームウェアアップグレードケーブル ×1 

 電源ケーブル    ×1 

 接地線    ×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、KL1508A/KL1516A 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：KL1508A/KL1516A を紹介します。特長および機能の概要および製品各部

名称について説明します。 

 

第2章 セットアップ：基本的なハードウェアセットアップの手順から、単体での使用、デイジー

チェーン接続での使用方法まで、KL1508A/KL1516A のセットアップについて説明しま

す。 

 

第3章 基本操作：KL1508A/KL1516A 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：KL1508A/KL1516A 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。 

 

第5章 ホットキー操作：KL1508A/KL1516A のホットキー操作に関する機能概要、および操作

手順について説明します。 

 

第6章 キーボードエミュレーション：PC 互換キーボードから Mac キーボード及び PC 互換キー

ボードから Sun キーボードへのキーボードエミュレーションマッピングについて説明しま

す。 

 

第7章 ファームウェアアップグレードユーティリティ：お使いの KL1508A/KL1516A のファーム

ウェアを最新のバージョンにアップグレードする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 

 

 KL1508A/KL1516A は、IT 管理者が一組の PS/2 または USB 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し、操作するための KVM ドロワーです。1 台

の KL1508A/KL1516A か ら 8 台 /16 台 ま で の コ ン ピ ュ ー タ ー が 操 作 で き ま す 。

KL1508A/KL1516A は LCD モニター、キーボード、及びタッチパッドが 1U ラックマウントに収納

できるように一体化されています。 

 

 下表は KL1508A と KL1516A の類似点及び相違点を表しています。 

型番 LCD パネル ポート数 

KL1508AM 17 インチ 8 

KL1508AN 19 インチ 8 

KL1516AM 17 インチ 16 

KL1516AN 19 インチ 16 

 

 LCD パネルとキーボード/タッチパッドモジュールはそれぞれ個別にスライドさせることができま

す。データセンターのスペースを有効活用できるように、キーボード/タッチパッドモジュールを

使用していない時にはそのモジュールをラックに格納し、管理者が設置されたコンピューターの

動作状況を監視できるように薄型の LCD モニターは後ろに回転させてラックにぴったりとくっつ

けることができます。 

 

 最大31台までのスイッチをデイジーチェーン接続させると、512台までのコンピューターが元の

KVM コンソールから操作できます。デイジーチェーン接続された各ステーションの位置は自動

的に認識されるので、接続位置を手動で設定する必要はありません。各ステーションの位置は

フロントパネルの 7 つのセグメントでデジタル表示されるので、簡単にその位置を識別することが

できます。 
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 コンパクトで高密度の RJ-45 コネクターとカテゴリ 5e/6 ケーブルを使用しているので、コンパク

ト且つ効率的に配線や設定が行えます。一方、コンピューターへの接続には PS/2 及び USB コ

ンピューターモジュールを使用するので、Windows、Mac、Sun コンピューターやシリアルデバイ

スを混在させて接続することもできます。 

 

 KL1508A/KL1516A のセットアップは、ケーブルを適切なポートに接続するだけなので、とても

早く簡単にできます。KL1508A/KL1516A はキーボードとマウスからの信号が直接入力されるの

で、設定用のソフトウェアや複雑なセットアップ作業は必要ありません。 

 

 セットアップされたコンピューターへのアクセスはフロントパネルのポート選択ボタンの操作、キ

ーボードからのホットキー入力、または OSD（オンスクリーンディスプレイ）メニューによって簡単

にできます。便利なオートスキャン機能で、選択したコンピューターの動作を 1 台ずつ自動的に

スキャンし監視することができます。 

 

 KL1508A/KL1516Aは、ファームウェアをアップグレードさせることもできます。弊社のWebサイ

トからファームウェアアップロードファイルをダウンロードし、ファームウェアアップグレード機能を

使用して素早く便利にファームウェアをインストールさせることができます。 

 

 時間とコストを節約するのに KL1508A/KL1516A を導入するよりいい方法はありません。スライ

ド式 LCD コンソール付 KL1508A/KL1516A を使用して設備を管理すると、（１）個別にキーボー

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）余分な部品を設置するスペースが省

ける。（3）標準的な KVM スイッチと共にキーボード、モニター及びマウスを設置するスペースが

省ける。（4）電気代が節約できる。（5）コンピューター間を動き回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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特長及び利点 

 

 下表は KL1508A/KL1516A の特長及び利点を表しています。 

特長 利点 

簡単セットアップ及び操作 プラグ＆プレイでのセットアップ可能、ソフトウェア不要、セット

アップはケーブルを接続するのみ。ステーションの位置は自動

認識可能。コンピューターの選択方法はフロントパネルのボタ

ン、ホットキーまたは多言語 OSD(オンスクリーンディスプレイ)メ

ニューの 3 通り。 

キーボード/タッチパッド 

モジュール 

1U ラックに収納可能でスムーズに操作ができる 17 または 19 イ

ンチ LCD モニター一体型コンソールドロワー。 

デュアルスライド構造で、キーボード/タッチパッドモジュールと

は別に LCD モニターだけをスライドさせることが可能。 

コンソールロック機能で、未使用時にはスライド式コンソールド

ロワーをしっかりとロックさせることが可能。 

一組のコンソールから 

簡単操作 

一組の PS/2 または USB コンソール（キーボード、モニター、及

びマウス）から KL1508A は 8 台、KL1516A は 16 台までのコン

ピューターにアクセスし操作することが可能。 

拡張性 KL1508A/KL1516A を最大 31 台までデイジーチェーン接続

し、元のコンソールから最大 512 台のコンピューターが操作可

能。各サーバーに別途周辺機器を用意する費用が節約可能。 

簡単セットアップ KL1508A/KL1516A のセットアップは、適切な各ポートにケー

ブルを接続するだけなので、短時間で簡単に実行可能。ソフト

ウェア不要なので複雑な設定も不要。 

簡単操作 ポートの選択方法は、手動（フロントパネルのプッシュボタンを

押す）、ホットキー、及び多言語 OSD（オンスクリーンディスプレ

イ）の 3 通り。 

多言語キーボードは英語（アメリカ/イギリス）、フランス語、ドイ

ツ語、日本語、韓国語、繁体字中国語の各言語に対応。 

マルチプラットフォーム対応 KL1508A/KL1516A は Windows 2000/XP/Vista/7、Linux、

Unix、Novell、FreeBSD、Sun 及び Mac 対応。 

（表は次ページへと続きます。） 
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特長 利点 

省スペース可能な 

RJ-45 コネクター及び 

カテゴリ 5e/6 ケーブル配線 

KL1508A/KL1516A を 1U システムラックに収納させることが可

能。セットアップにはほとんどの商業ビルにある内部ネットワー

ク配線が利用可能。 

ケーブルの占有スペースを抑え、データセンターをすっきりと

整理整頓させることが可能。 

コンピューターモジュールで

サーバーとデバイスを接続 

PS/2、USB 及びシリアルインターフェースを混在させて使用で

きるように KL1508A/KL1516A では KVM スイッチとデバイスの

間にコンピューターモジュールを使用。 

コンピューターモジュールは PS/2、USB 及びシリアルインター

フェースのものがあるので、データセンターのサーバーやデバ

イスに幅広く対応することが可能。 

二段階パスワードセキュリティ アドミニストレーター1 名、ユーザー10 名のアカウントに対応。

強力なパスワード保護で権限のないアクセスを防ぐことができ、

データの安全性を保つことが可能。 

ファームウェアアップグレード

可能 

弊社の Web サイトからファームウェアアップグレードファイルを

ダウンロードし、本製品に搭載しているファームウェアアップグ

レードユーティリティを使用してインストールすることで、本製品

の機能を最新の状態に保つことが可能。 

簡単アップグレード デイジーチェーンケーブルを通じて、デイジーチェーン接続さ

れたKVMスイッチとドングル全てを同時にアップグレードするこ

とが可能。 

オートスキャン及び 

ブロードキャストモード 

オートスキャンで、選択したデバイスを変更可能な時間で自動

的に切替表示することが可能。ブロードキャストモードでは、コ

ンソールからコマンド（ソフトウェアのインストール、アップグレー

ド、シャットダウン等）を製品配下にあるコンピューターに一斉

送信することが可能。 

ビデオ解像度 最新の ATEN コンピューターモジュール KA7000 シリーズを使

用した場合、1600×1200@75Hz（最大 40m）及び 

1280×1024@75Hz（最大 50m）に対応。 

マルチユーザーアカウント ユーザー10 名、アドミニストレーター1 名のアカウントに対応。 

ホットプラグ対応 KVM スイッチの電源を切ることなく機器の追加、取り外しが可

能。 

（表は次ページへと続きます。） 
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特長 利点 

ID 付 

コンピューターモジュール 

KL1508A/KL1516A シリーズは ATEN コンピューターモジュー

ル KA7000 シリーズの自動 ID 認識機能に対応。ID 付コンピュ

ーターモジュールを使用すればケーブルをポートから別のポ

ートへ接続した際のモジュール設定変更が不要。 

デバイスの ID と属性はコンピューターモジュールに保存される

ので、ホットプラグで接続し直しても新たな属性の設定などは

不要。 
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システム要件 

 

外部コンソール 

◆ セットアップするコンピューターの最高解像度に対応した VGA、SVGA またはマルチシンクモ

ニター 

◆ PS/2 または USB マウス 

◆ PS/2 または USB キーボード 

 

コンピューター 

KL1508A/KL1516A の KVM ポートに接続するコンピューターには以下のものが必要です。 

 

◆ VGA、SVGA またはマルチシンクモニター対応ポート 

注意： 一体化されている LCD モニターの最大解像度は 1280×1024@75Hz です。接続

するコンピューターの解像度をさらに高く設定する場合は、p.92 「1280×1024 以

上の解像度でご利用になる場合」を参照してください。 

◆ USB タイプ A ポート及び USB ホストコントローラー（USB コンピューターモジュール接続用。詳

細は次項を参照。） 

または、 

◆ ミニ Din 6 ピンキーボード及びマウスポート（PS/2 コンピューターモジュール接続用。詳細は次

項を参照。） 

 

コンピューターモジュール 

◆ KL1508A/KL1516A とコンピューターモジュールとを接続するためのカテゴリ 5e/6 ケーブル 

◆ KL1508A/KL1516A と共に使用する以下のコンピューターモジュール 

機能 モジュール 

PS/2 ポートのデバイスに接続 KA7920/KA7520/KA7120/KA9520/KA9120 

USB ポートのデバイスに接続 KA7970/KA7570/KA7170/KA9570/KA9170 

Sun レガシーシステム（13W3 ポート）に接続 KA9130/KA7130 

Sun USB システムに接続 KA9170/KA7170 

シリアルベースのデバイスに接続 KA9140 
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注意： 1. コンピューターモジュールはいくつかのダイアログボックスでは「I/O モジュール」

と呼ばれています。 

2. 以下のコンピューターモジュールが ID 認識機能に対応しています。 

KA7920/KA7970/KA7520/KA7570/KA7120/KA7130/KA7170 

 

OS 

本製品の対応 OS は下表の通りです。 

OS バージョン 

Windows 
NT1、2000、XP、2003 Server、2008 Server、

Vista 

Linux2 RedHat 9.0、Fedora 以降、RHEL AS 4、RHEL 5 

SuSE 10 以降、OpenSUSE 10.2、SLES 10 SP1 

Debian 3.1、4.0 

Ubuntu 7.04、7.10 

UNIX IBM AIX 4.3、5L(V5.2、V5.3)、V6(V6.1) 

FreeBSD 5.5、6.1、6.2 

Novell Netware 5.0 以降 

Sun Solaris 8、9、10 

Mac 9.0、9.1、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5 

DOS 6.2 以降 1 

 

注意： 1. USB 非対応。 

2. カーネル 2.6 以下は USB2.0 非対応。 
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製品各部名称 

 

フロントパネル 

 

No. 名称 説明 

1 上部ハンドル LCD モジュールを引き出す、または中へ収納する際に使用し

ます。コンソールの出し入れについての詳細は p.30 を参照し

てください。 

2 LCD モジュール p.20 「LCD モジュール」を参照してください。 

3 キーボードモジュール p.19 「キーボードモジュール」を参照してください。 

4 下部ハンドル キーボードモジュールを引き出す際に使用します。コンソー

ルの出し入れの詳細については、p.30 を参照してください。 

5 電源 LED 本製品に電源が入っている場合に点灯（ブルー）します。 

6 キーボードリリースキャ

ッチ 

この留め金（両側のロックを同時に）を外せばキーボードモジ

ュールをスライドさせることができます。 

7 LCD リリースキャッチ この留め金（両側のロックを同時に）を外せば LCD モジュー

ルをスライドさせることができます。 

8 ラックマウントタブ 本製品の各角にあるラックマウントタブで筐体をシステムラック

に固定します。詳細は p.23 「標準ラックマウント」を参照してく

ださい。 
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キーボードモジュール 

 

No. 名称 説明 

1 キーボード 標準 105 キーキーボード 

2 タッチパッド 標準マウスタッチパッド 

3 ポート選択エリア ◆ KVM 操作が可能なコンピューターのポート番号を LED で表示

します。 

◆ 左側のボタンを押すと KVM 操作が可能なポートを降順（3→2

→1・・・）で切り替えます。ポート 1 の後は最後のポートに戻りま

す。 

◆ 右側のボタンを押すと、KVM 操作が可能なポートを昇順（2→3

→4・・・）で切り替えます。最後のポートの後はポート 1 に戻りま

す。 

4 ステーション選択

エリア 

◆ KVM 操作が可能なポートがあるステーション番号を LED で表

示します。 

◆ 左側のボタンを押すと KVM 操作が可能なポートがあるステー

ションを降順（3→2→1・・・）に切り替えます。ステーション1の後

は最後のステーションに戻ります。 

◆ 右側のボタンを押すと、KVM 操作が可能なコンピューターのポ

ートがあるステーションを昇順（2→3→4・・・）で切り替えます。

最後のステーションの後はステーション 1 に戻ります。 

5 Lock LED & 

リセットスイッチ 

[Num Lock]、[Caps Lock]、[Scroll Lock]の LED がここにあります。 

リセットスイッチはこの Lock LED の右側にあり、ピンなどの細い物で

この埋め込み式スイッチを押すとシステムをリセットします。 

6 外付マウスポート 外付 USB マウスを使用する際のポートです。 

7 ポート LED 3 つのＬＥＤランプが対応するポートに接続されたコンピューターが

オンライン（電源が入り、動作中）であることを示します。 
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LCD モジュール 

 

No. 名称 説明 

1 LCD ディスプレイ LCD モニターを使用するには LCD モジュールを引き出し、カ

バーをあけてください。LCD モジュールをスライドさせる詳細

については p.30 「コンソールを開く」を参照してください。 

2 LCD コントロール このボタンで LCD ディスプレイの位置と画像の設定をします。

詳細は p.36 「LCD OSD の設定」を参照してください。 

3 LCD On/Off ボタン このボタンで LCD モニターのオン/オフを切り替えます。LCD

モニターのみがオフで、KVM スイッチはオフになっていない

場合はこのボタンが点灯します。 

4 ファームウェアアップグ

レードセクション 

ファームウェアアップグレードポート：管理者のコンピューター

から KL1508A/KL1516Aへファームウェアアップグレードデー

タを伝送させるファームウェアアップグレードケーブルをこの

RJ-11 コネクターに接続します。 

ファームウェアアップグレードスイッチ：本製品の通常使用時

には、「NORMAL」の位置に合わせてください（ファームウェア

のアップグレードに関する詳細は p.68 「ファームウェアアップ

グレードユーティリティ」を参照してください）。 



 

21 

 

リアパネル 

KL1508A 

 

 

KL1516A 

 

No. 名称 説明 

1 接地ターミナル 本製品を接地するための接地線をここに接続します。 

2 電源ソケット これは標準的な 3 極 AC 電源ソケットです。AC 電源からの電

源コードをここに接続します。 

3 電源スイッチ これは標準的なロッカースイッチで本製品の電源を入れたり

切ったりします。 

4 デイジーチェーンポート デイジーチェーン接続する場合、ここにデイジーチェーン用

ケーブルを接続します（詳細は p.28 「デイジーチェーン接

続」を参照してください）。 

5 コンソールポートセクシ

ョン 

本製品を単体で｣使用する場合、または本製品がデイジーチ

ェーン接続の最初のステーションである場合にローカルコンソ

ールとしてのキーボード、モニター及びマウスをここに接続し

ます。 

6 KVM ポートセクション コンピューターと接続するためのコンピューターモジュールを

接続するカテゴリ 5e/6 ケーブルをここに接続します。 
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第 2 章 

セットアップ方法 
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.5 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。 

3. 輸 送 時 の 振 動 が 機 器 に ダ メ ー ジ を 与 え る こ と を 防 ぐ た め に 、

KL1508A/KL1516A 製品本体の下図の位置に緩衝材が取り付けられてい

ます。KL1508A/KL1516A をラックに取り付ける前に、その緩衝材が見える

まで LCD モジュールを引き出し（詳細は p.30 「コンソールを開く」を参照）、

その緩衝材を取り除いてください。 
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標準ラックマウント 

 

 KL1508A/KL1516A は、本体に標準ラックマウントキットが取り付けられた状態で出荷されます。

標準ラックマウントキットを使用してマウント可能なラック支柱奥行きは、42～77cm です。 

 

 

注意： 製品のラックへの取付作業は本製品を保持する作業者とネジ止めする作業者というよ

うに 2 人以上で行うようにしてください。また、製品にはオプションのイージーセットアッ

プラックマウントキットが同梱されています。イージーセットアップラックマウントキットの

取付方法は p.84 「ラックマウントのオプション」をご参照ください。 

 

 ラックへの取付は以下の手順で行ってください。 

 

1. 1 人が本製品をラックの定位置まで持ち上げて保持し、もう 1 人がラックマウントキットに同梱さ

れたネジを使用してフロントブラケットをラックにゆるくネジ止めしてください。 
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2. 最初の作業員が本製品を定位置に保持したまま、もう 1 人の作業員は L 型レールを本製品の

リア側からブラケットがラックに接触するまで差し込んでください。その後ラックマウントキットに

同梱されているネジでＬ型レールをラックにネジ止めしてください。 

 

3. L 型レールが固定されたらフロントブラケットのネジもしっかりとネジ止めしてください。 

注意： 1. ネジ穴のないラック用にケージナットも同梱されています。 

2. 適切なエアフローを確保するために製品の両側に少なくとも 5.1cm 程度、ケー

ブル取り回しのスペースを確保するために製品リア側に少なくとも12.7cm程度

の余裕を設けて設置してください。 
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単体使用 

 

 KL1508A/KL1516A を 1 台で使用する場合は、別の機器とデイジーチェーン接続する必要はあり

ません。P.26 の接続図（図中の番号は手順の番号に対応）を参考にして、以下の手順でセットアッ

プを行ってください。 

 

1. KL1508A/KL1516A に同梱されている接地線の片側を設置ターミナルに接続し、接地線の反

対側を適切な接地物に接続して、本製品を接地してください。 

注意： サージや静電気から本製品が破損するのを防ぐためにも、この手順を省略しない

でください。 

 

2. コンソールキーボード、モニター、及びマウスを本製品のコンソールポートに接続してください。

各ポートにはわかりやすくするために色付けされ、アイコンが表示されています。 

注意： キーボードとマウスはどのような組み合わせでも使用可能です。例えば、PS/2 キー

ボードと USB マウスを一緒に使用することができます。 

 

3. カテゴリ 5e/6 ケーブルを使用して、任意の KVM ポートとセットアップするコンピューターに適し

たコンピューターモジュールを接続してください（p.16 「コンピューターモジュール」を参照）。 

注意： 対応解像度は 1280×1024 で、本製品とコンピューターモジュールとの推奨最大

延長距離は 50m までです。 

 

4. コンピューターモジュールの各コネクターを、セットアップするコンピューターの適切なポートに

接続してください（接続例は p.27 「コンピューターモジュール接続図」を参照してください）。 

 

5. 電源コードのメスコネクターを KL1508A/KL1516A の電源ソケットに接続し、オスコネクターを

AC 電源コンセントに接続してください。 

 

 KL1508A/KL1516A の配線が完了したら、本製品に電源を入れてください。電源を入れた後、サ

ーバーの電源を入れてください。 
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単体使用接続図 
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コンピューターモジュール接続図 
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デイジーチェーン接続 

 

 さらに多くのコンピューターを操作する場合、KL1508A/KL1516A に最大 31 台までの KL1508A

または KL1516A をデイジーチェーン接続させて、一組のコンソールから最大 512 台のコンピュータ

ーを操作することができます。 

注意： デ イ ジ ー チ ェ ー ン 接 続 さ れ た ス イ ッ チ に は コ ン ソ ー ル が 不 要 な の で 、

KL1508A/KL1516A に同一機種である KL1508A/KL1516A をデイジーチェーン接続

して使用する必要はなく、代わりに LCD コンソールのない KVM スイッチを使用してく

ださい。KL1508A/KL1516A にデイジーチェーン接続できる ATEN の KVM スイッチに

ついては p.81 「デイジーチェーン接続対応製品」を参照してください。 

 

 コンピューターの接続数と必要な KL1508A/KL1516A の台数に関する一覧表を p.80 に記載して

います。 

 

 デイジーチェーン接続をセットアップする際には、今からセットアップする機器全てに電源が入っ

ていないことを確認した後、p.28 「デイジーチェーン接続」を参考にして以下の作業を行ってくださ

い。 

 

1. デイジーチェーンケーブルセットを使用して、親機となる KL1508A/KL1516A の「Chain Out」

ポートと子機となる KH1508A／KH1516A の「Chain In」ポートを接続してください（1 台目の

「Chain Out」から 2 台目の「Chain In」、2 台目の「Chain Out」から 3 台目の「Chain In」・・・とい

う要領で接続してください）。 

注意： 1. 1 台目の機器は最高レベルの親機となるので、その「Chain In」ポートは使用し

ないでください。 

2. デイジーチェーンケーブルセットは別途ご購入ください。詳細は販売店までお

問い合わせください。 

 

2. コンピューターと本製品を、p.25 「単体使用」を参考にしながら接続してください。 

 

3. 他に KVM スイッチをデイジーチェーン接続する場合は、上記手順を繰り返してください。 

 

4. 以下の手順に従って接続機器の電源を入れてください。 

a) 1 台目のステーション（KL1508A/KL1516A）に電源コードを接続してください。その

KL1508A/KL1516A がステーション ID を確定し、ステーション ID LED に表示するまで待

ってください（1 台目のステーション ID は 01、2 台目のステーション ID は 03、3 台目のス
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テーション ID は 03・・・というようにステーション ID が割り当てられます）。 

b) 各機器のステーション ID が確定し、表示されてから、次のステーションにある機器の電源

を入れてください（2台目の後に3台目の機器に電源を入れるというように順に電源を入れ

ください）。 

c) 全てのステーションに電源が入った後に、コンピューターの電源を入れてください。 

 

デイジーチェーン接続図 
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第 3 章 

基本操作 
コンソールを開く 

 

 KL1508A/KL1516A コンソールは、上部パネルに取り付けられている LCD ディスプレイ、及び下

部パネルに取り付けられているキーボード/タッチパッドの 2 つの部分から構成されています。 

 

 LCD パネルとキーボード/タッチパッドは同時に使用することもできますし、それぞれ個別に動か

すことも可能です。この機能によって、キーボード/タッチパネルが必要でない場合は、このパネル

を収納したまま LCD パネルだけを引き出して使用することができます。 

 

LCD パネルとキーボード/タッチパネルを個別に開く場合 

1. リリースキャッチを引っ張って、パネルを手前に数 cm 程引き出します。コンソールのロックが解

除されたらリリースキャッチから手を離してください。 
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2. 「カチッ」という音がするまで LCD パネルを引き出してください。 

 

 

3. LCD パネルが見えるように上部パネルを完全に起こしてください。 
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4. 下側のキーボード/マウスパネルを「カチッ」という音がするまで、引き出してください。 

 

 

LCD パネルとキーボード/タッチパッドパネルを同時に開く場合 

 「LCD パネルとキーボード/タッチパッドパネルを個別に開く場合」の章にある図を参考にして、以

下の手順で行ってください。 

 

1. リリースキャッチを引っ張って、上部と下部の両パネルをキーボード/タッチパッドパネルが「カ

チッ」という音がするまで引き出してください。 

注意： コンソールのロックが解除されたら、リリースキャッチから手を離してください。 

 

2. 上部パネルを「カチッ」という音がするまで引き出してください。 

 

3. LCD パネルが見えるように上部パネルを完全に起こしてください。 

注意： 次ページのキーボードモジュールの重量超過に関する注意事項を参照してくださ

い。 
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操作上の注意事項 

 

キーボードモジュールの最大積載重量は 30kg です。キーボードモジュールが

破損するのを防ぐためにも下記のことを守ってください。 

 

 

正しい使用方法 

 

手を軽くキーボードに置いて作業する。 

 

 

間違った使用方法 

 

◆ キーボードパネルに体重をかけないでく

ださい。 

◆ キーボードパネルに重いものを載せない

でください。 
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コンソールを閉じる 

 

1. キーボード/タッチパッドパネルの両側についているリリースキャッチを手前に引いてロックを解

除し、このパネルを奥へ少しスライドさせてください。 

 

 

2. リリースキャッチから手を離してください。フロントハンドルを使用して、キーボード/タッチパッド

パネルをスライドさせてラックに格納してください。 
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3. LCD パネルを下に倒してから、側面のリリースキャッチを引っ張って LCD パネルのロックを解

除してください。 

 

 

4. フロントハンドルを使用して、LCD モジュールを奥へスライドさせてラックに格納してください。 
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LCD OSD の設定 

 

LCD ボタン 

 LCD パネルの OSD を使用して LCD ディスプレイのセットアップや設定ができます。下表に示した

4 つのボタン（p.20 「LCD コントロール」を参照）を使用して設定を行ってください。 

 

ボタン 機能 

MENU 
LCD OSD メニュー機能を操作していない場合にこのボタンを

押すとメニュー機能が起動し、メインメニューが表示されます。 

 

このボタンでメニューの右または上を選択します。また、画面調

整時に使用すると、調整値を増やすことができます。 

 

このボタンでメニューの左または下を選択します。また、画面調

整時に使用すると、調整値を減らすことができます。 

EXIT 

◆ LCD OSD メニュー機能を使用していない場合にこのボタ

ンを押すと、OSD 側で最適な LCD の設定を自動検出し、

設定を行います。 

◆ LCD OSD メニュー機能を使用している場合にこのボタン

を押すと、現在のメニューから前のメニューに戻ります。設

定が完了した場合は、このボタンで調整メニューを終了し

ます。 

◆ メインメニューを操作している場合にこのボタンを押すと、

LCD OSD メニュー機能を終了します。 
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LCD の調整値設定 

 下表は LCD OSD の調整値設定について説明しています。 

設定 説明 

Brightness（明るさ） 
スクリーンイメージのバックグラウンドの黒色レベルを調整しま

す。 

Contrast（コントラスト） 
スクリーンイメージのフォアグランドの白色レベルを調整しま

す。 

Phase（フェーズ） 
画面にチラツキ、ノイズが出ている場合には、これでフェーズを

調整します。 

Clock（クロック） 
画面縦方向の波（モアレ）が生じている場合には、これでクロッ

クを調整してください。 

H-Position（水平位置） 
LCD パネル内の表示部分の横方向の位置を設定します（表示

画面を左右の方向に動かして調整します）。 

V-Position（垂直位置） 
LCD パネル内の表示部分の縦方向の位置を設定します（表示

画面を上下の方向に動かして調整します）。 

Color Temperature（色温度） 

表示画面の色味を調整します。赤みの度合いやカラーバラン

スを調整することができます。「Adjust Color」メニューを選択す

ると、サブメニューでさらに細かく RGB 値を調整することができ

ます。 

Language（言語） OSD メニューに表示される言語を選択します。 

OSD Duration 

（OSD 表示時間） 

OSD 画面が LCD の画面上表示される時間の設定を行いま

す。設定時間に何も入力しないと OSD 画面は終了します。 

Reset（リセット） 
メインメニューとサブメニューでの設定値（言語は除く）を工場

出荷時のデフォルト設定値にリセットします。 
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ポートの選択方法 

 

 KL1508A/KL1516A 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、OSD

（オンスクリーンディスプレイ）メニューによる選択、ホットキーによる選択の 3 つの方法をご用意して

おります。 

 

手動による切替 

 手動で切り替えるには、アクセスしたいデバイスが接続されたポートに対応するポート選択ボタン

を押すだけです。 

 

OSD による切替 

 OSD による切替は、メニュー形式のインターフェースを使用して行います。OSD の操作方法につ

いては次章で説明します。 

 

ホットキーによる切替 

 ホットキーによる切替はポート選択ボタンを手動で押したり、OSD メニューにアクセスしたりする代

わりに、キーボードから手軽にコンピューターを選択して KVM 操作が行えるものです。キーボード

からのホットキー操作については第 5 章で説明します。 

  



 

39 

 

ホットプラグ 

 

 KL1508A/KL1516A はホットプラグに対応しているので、本製品の電源を落とすことなく、ケーブ

ルを抜いたり接続したりするだけで、機器を取り外したり追加したりすることができます。しかしなが

ら、ホットプラグ機能が正しく動作するためにも下記の手順に従って作業を行ってください。 

 

ステーション位置の変更 

 ステーション位置は古い親機から新しい親機にケーブルを付け替えることで簡単に変更できます。

変更後は OSD メニューに新しい設定を反映させるために OSD をリセットする必要があります。詳細

は p.50 「SET STATION IDS」(ステーション ID のリセット)を参照してください。 

 

KVM ポートのホットプラグ 

 KVM ポートを変更した後、OSD メニューにその変更内容を反映させるために、新しいポートの情

報を OSD 情報に設定する必要があります。使用していたコンピューターモジュールを接続すると、

ポート名の設定、OS、キーボード言語の情報はそこから本製品に転送されます。詳細は、p.46 

「F3:SET」及び p.49 「F4:ADM」機能のポート設定に関する項目を参照してください。 

注意： 1. ご使用のコンピューターの OS がホットプラグに対応していない場合は、本機能が

正しく動作しないことがあります。 

2. 過去にコンピューターモジュールが接続されていて、現在は未使用のポートにつ

いては、その時の設定値が残されています。 

 

コンソールポートのホットプラグ 

 キーボード、モニター及びマウスはホットプラグでの接続が可能です。但し、マウスをホットプラグ

する場合は、以下のことに注意してください。 

◆ 例えばマウスのリセットをするためにマウスを取り外し、再びマウスを接続する際には同じマウ

スを接続するようにしてください。 

◆ マウスを取り外した後異なるマウスを接続する場合は、ステーション及びコンピューターの全て

を 10 秒間シャットダウンし、p.40 「シャットダウンと再起動」に記載の手順に従って再起動して

ください。 

◆ 古いタイプの OS の中にはホットプラグに対応していないものがあります。 

注意： ホットプラグの後（またはいつでも）、キーボードやマウス入力ができない場合はリ

セットスイッチを押してキーボードとマウスをリセットしてください（詳細は p.19）。 
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シャットダウンと再起動 

 

 KL1508A/KL1516A をシャットダウンする必要や電源を失って再起動をする必要がある場合、機

器の問題が発生するのを防ぐためにも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。 

注意： 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。 

 

2. 10秒経ってからステーションの電源を入れてください。2台以上のステーションをシャットダウン

した場合は、最上位のステーションから下位のステーションへと順番に電源を入れてください。

また、各ステーションのフロントパネル LED にステーション ID が表示されてから次のステーショ

ンの電源を入れるようにしてください。 

 

3. ステーション全ての電源を入れた後、コンピューターの電源を入れてください。 

 

ポート ID の割り当て 

 

 各コンピューターにはポート ID が割り当てられています。ポート ID は 2 桁の数字で、そのコンピ

ューターが接続されているステーションレベルとポート番号を表します。 

 

 最初の 2 桁の数字は KVM スイッチがあるステーションレベルを表します（例：04）。次の 2 桁数字

はそのコンピューターが接続されたポート番号を表します。 

 

 例えば、コンピューターがデイジーチェーン接続の 12 台目のステーションにある KVM スイッチの

3 番ポートに接続されている場合、その ID は 12-03 となります。 

注意： 1 桁の数字（1～9）の場合は、先頭に 0 詰めされ、01～09 と表示されます。 
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第 4 章 

OSD 操作 
OSD の概要 

 

 オンスクリーンディスプレイ（OSD）はメニュー形式でコンピューターの管理や切替操作を行うもの

です。これらの操作は全て OSD メイン画面からはじめます。メイン画面を表示するには、OSD ホット

キーを 2 回押してください。または、[KVM OSD] 刻印のキーを 2 回押してください。(詳細は p.88

参照) 

 

 デフォルトのホットキーは[Scroll Lock]です。このホットキーは[Ctrl]または[Alt]に変更することもで

きます（p.49 「OSD HOTKEY」参照）。 

注意： 1. [Ctrl]または[Alt]をホットキーにした場合は、右側のキーを 2 回または左側のキー

を 2 回押すようにしてください。 

2. OSD を開始すると、キーボードの Lock キーは本製品で管理されます。[Num 

Lock]及び[Caps Lock]は OSD の操作中、常に有効となります。 

 

 OSD には 2 段階（アドミニストレーター/ユーザー）のパスワードシステムが組み込まれています。

OSD メイン画面を呼び出す前にユーザー名とパスワードを入力するログインダイアログが表示され

るので、有効なユーザー名とパスワードを入力して OSD メイン画面を呼び出してください。 

 

 OSD に初めてアクセスする際には、ダイアログボックスには何も入力せずに[Enter]キーを 2 回

押してください。 

 

 デフォルトのユーザー名とパスワードでログインした場合、アドミニストレーターモードの OSD メイ

ン画面が表示されます。このモードではアドミニストレーターの権限があり、自在にアドミニストレー

ターとユーザー機能全てにアクセスでき、（将来のパスワード権限を含む）操作方法の設定ができ

ます。 
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 OSD を起動すると、下図のような画面が表示されます。 

 

 

注意： 1. この図はアドミニストレーターのメイン画面です。F4 及び F6 の機能はアドミニスト

レーターのみの権限で一般のユーザーはアクセスできないようになっているの

で、ユーザーのメイン画面には表示されていません。 

2. ログインしたユーザーに対して、アドミニストレーターがアクセスを許可したポート

のみが表示されます（詳細は p.49 「SET ACCESSIBLE PORTS」(アクセス可能な

ポートの設定)を参照してください）。 
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OSD ナビゲーション 

 

◆ メニューをキャンセルするまたは OSD 画面を閉じる場合は、OSD 画面の右上にある「X」をクリ

ックするか、[Esc]を押してください。 

◆ ログアウトする場合は、「F8」をクリックする、メイン画面の上部にある「 」マークをクリックす

るか、または[F8]を押してください。 

◆ OSD メニューはツリー構造で表示されます。ある特定のステーションのポートを見る場合は、ス

テーション番号の前にある「＋」をクリックするとポート番号のリストがドロップダウン表示されま

す。リストを閉じる場合は、ステーション番号の前にある「o」マークをクリックしてください。 

◆ 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「▲▼」をクリックするか、またはキ

ーボードの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、選択先のポートをダブルクリックするか、また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 

SN-SP 

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。これをクリックするか、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.48 「SET QUICK VIEW PORTS」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。 

 
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太陽マ

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.50 「EDIT PORT NAMES」を参照）場合、こ

の列にその名前が表示されます。 
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OSD 機能 

 

 OSD の設定や操作を行うには OSD 機能を使用します。例えば、任意のポートへ素早く切り替え

たり、スキャンするポートを選択したり、閲覧できるリストを制限したり、クイックビューポートを設定し

たり、ポート名の作成や編集をしたり、OSD 設定の調整などがこの機能でできます。 

 

 OSD 機能にアクセスする場合は、下記の手順に従って操作してください。 

 

1. メイン画面の上部にある任意のファンクションキーをクリックするか、またはキーボードのファン

クションキーを押してください。 

2. サブメニューが表示されたら、それをダブルクリックするか、ハイライトバーを移動させてから

[Enter]キーを押して選択してください。 

3. [Esc]キーを押して一段階上のメニューに戻ってください。 

 

F1: GOTO 

 GOTO 機能にアクセスして、ポート名またはポート ID を入力すると直接そのポートへと切り替える

ことができます。 

 

 ポート名を入力する場合、[1]キーを入力してからポート名を入力し、[Enter]を押してください。 

 ポート ID を入力する場合、[2]キーを入力してからポート ID を入力し、[Enter]を押してくださ

い。 

注意： ポート名またはポート ID の一部を入力すると、現在のリスト表示の設定（詳細は

p.45 「F2 LIST」参照）にかかわらず、そのポート名またはポート ID に該当するポ

ートのうちユーザーが表示権限を持つもの（詳細は p.49 「SET ACCESSIBLE 

PORTS」を参照）が全て画面にリスト表示されます。 

 

 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。 
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F2: LIST 

 OSD 機能のほとんどはメイン画面でリスト表示されているコンピューターだけを操作します。この

「F2: LIST」機能を使用して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。サブメニュー

の項目とその説明を下表に表しています。 

 

項目 説明 

ALL 接続されているポート全てをリスト表示します。 

QUICK VIEW 
クイックビューポート（p.48 「SET QUICK VIEW PORTS」を参照）として設定

されたポートのみをリスト表示します。 

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。 

QUICK VIEW + 

POWERED ON 

クイックビューポート（p.48 「SET QUICK VIEW PORTS」を参照）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

っているポートをリスト表示します。 

 

 リストからポートを選択する場合は、ハイライトバーをそこへ移動させてから[Enter]キーを押してく

ださい。アイコンが表示され、現在選択している設定が表示されます。 
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F3: SET 

 この機能でアドミニストレーター及びユーザー個々の作業環境の設定ができます。各ユーザーの

個別プロファイルは OSD に保存され、ログイン時のユーザー名に反映されます。 

 

設定を変更する場合は、下記の手順に従って操作してください。 

 

1. 項目をダブルクリックするか、ハイライトバーをそこへ移動させてから[Enter]キーを押してくださ

い。 

2. 項目を選択したらサブメニューに更なる項目が表示されます。その項目をダブルクリックする

か、ハイライトバーをそこへ移動させてから[Enter]キーを押してください。アイコンが表示され、

現在選択している設定が表示されます。設定項目の説明は下表に表しています。 

 

項目 説明 

OSD HOTKEY OSD 機能を起動するホットキーを選択します。 

[Scroll Lock][Scroll Lock]→[Ctrl][Ctrl]または[Alt][Alt] 

[Ctrl]または[Alt]キーの入力は動作中のコンピューターの他のプログラムと

競合する可能性があるので、デフォルトでは[Scroll Lock]の 2 度押しとなって

います。 

PORT ID 

DISPLAY 

POSITION 

画面上のポート ID 表示位置を設定します。デフォルトでは画面の左上です

が、任意の位置にポート ID を表示することができます。 

マウス、矢印キーに加え、[Page Up]、[Page 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、クリックまたは[Enter]キーを押してその位置を決定し設定のサブメ

ニューに戻ってください。 

注意：この設定は現在選択しているポートのみに有効となります。デフォルト

の表示位置を使用したくない場合は、各ポートそれぞれに表示位置を設定

してください。 

PORT ID 

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 Off (無）の 2 種類があります。 

PORT ID 

DISPLAY MODE 

ポート ID をどのように表示するかを設定します。PORT NUMBER はポート番

号のみ、PORT NAME はポート名のみ、PORT NUMBER + PORT NAME は

ポート番号とポート名の両方を表示します。デフォルトは PORT NUMBER + 

PORT NAME です。 

（表は次ページへと続きます。） 



 

47 

 

項目 説明 

SCAN 

DURATION 

オートスキャンモード（p.55 「F7: SCAN」を参照）時に各ポートを表示する時

間を設定します。1～255 秒までの数字を入力した後、[Enter]キーを押してく

ださい。デフォルトは 5 秒間です。[0]を入力するとスキャン機能は無効となり

ます。 

SCAN/SKIP 

MODE 

スキップモード（p.53 「F5: SKP」を参照）及びオートスキャンモード（p.55 

「F7: SCAN」を参照）でどのコンピューターにアクセスするかを選択します。 

設定は、 

ALL－アクセス可能と設定された全てのポート（p.49 「SET ACCESSIBLE 

PORTS」を参照）。 

QUICK VIEW－アクセス可能と設定され、且つクイックビューポート（p.48 

「SET QUICK VIEW PORTS」を参照）として設定されたポートのみ。 

POWERED ON－アクセス可能で且つコンピューターの電源が入っているポ

ートのみ。 

QUICK VIER + POWERED ON－アクセス可能でクイックビューポートとして

設定されており、且つコンピューターの電源が入っているポートのみ。 

の 4 つがあります。デフォルトは ALL です。 

SCREEN 

BLANKER 

この機能で設定された時間コンソールからの入力がない場合、画面がブラン

クになります。1～30 分の時間を入力してから[Enter]キーを押します。[0]を

入力するとこの機能は無効となります。デフォルトでは無効です。 

HOTKEY 

COMMAND 

MODE 

ホットキー操作がコンピューターで動作中のプログラムと競合している場合な

どに、ホットキー機能を有効/無効に切り替えます。デフォルトでは有効とな

っています。 

HOTKEY ホットキーモードを起動するキーを選択します（詳細は p.56 「第 5 章ホットキ

ー操作」を参照）。[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12]の 2 種類がありま

す。デフォルトは[Num Lock] + [-]です。 

OSD 

LANGUAGE 

OSD に表示される言語を設定します。言語は英語、ドイツ語、日本語、簡体

字中国語、繁体字中国語があります。デフォルトは英語です。 

SET CONSOLE 

KEYBOARD 

コンソールキーボードのキーボード言語マッピングを設定します。デフォルト

は Auto(自動）です。本製品がキーボードから自動的にキーボード言語マッ

ピング情報を受信できない場合には、英語（US）に設定されます。 

（表は次ページへと続きます。） 
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項目 説明 

SET LOGOUT 

TIMEOUT 

ある一定時間コンソールからの入力がない場合に、ユーザーが自動的にロ

グアウトするように設定する機能です。コンソールを再び使用するにはログイ

ンしなおす必要があります。 

この機能で元のユーザーがもうコンピューターにアクセスしていない、または

ログアウトするのを忘れてしまった場合に、他のユーザーがコンピューターに

アクセスするようにできるようになります。タイムアウトの時間設定は、1～180

分の時間を入力した後[Enter]を押してください。[0]を入力すると、この機能

は無効となります。デフォルトでは無効となっています。 

注意： ログインモードの設定が無効となっている場合、この機能は無効とな

ります。詳細は p.52 「SET LOGIN MODE」を参照してください。 

ACTIVATE 

BEEPER 

ビープ音を有効にするなら[Y]、無効にするなら[N]を選択してください。有効

を選択すると、ポートの切替時、オートスキャン機能（p.55 「F7: SCAN」を参

照）時、OSD メニューに無効な入力をした時にビープ音が鳴ります。デフォ

ルトでは有効になっています。 

SET QUICK 

VIEW PORTS 

この機能を使用してアドミニストレーターはどのポートをクイックビューポートと

するか設定できます。 

 クイックビューポートとして選択する/選択しない場合は、ナビゲーション

キーを使用してハイライトバーを移動させてから[スペースキー]を押して

ください。 

 クイックビューポートとして選択されたポートには、メイン画面の LIST の

QV の列に矢印が表示されます。選択していないポートには、この矢印

は表示されません。 

 クイックビューのオプションの 1 つがリストの一覧（p.45 「F2: LIST」を参

照）として選択されている場合、ここで選択されたポートだけがリストに表

示されます。 

 クイックビューのオプションの 1 つがオートスキャン（p.47 「SCAN/SKIP 

MODE」を参照）として選択されている場合、ここで選択されたポートだ

けをオートスキャンします。 

デフォルトでは、どのポートも選択されていません。 

TOUCHPAD コンソールのタッチパネル機能を有効/無効にします。[Y]有効または[N]無

効を選択してください。機能の状態（タッチパッドの有効/無効）が表示されま

す。 
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F4: ADM 

 「F4:ADM」はアドミニストレーターのみが使用できる機能です。この機能によりアドミニストレータ

ーは OSD の操作全体を設定したり管理したりできます。設定を変更するには、「F4:ADM」をダブル

クリックするか、上下の矢印キーを」使用してハイライトバーをそこまで移動させてから[Enter]キーを

押してください。 

 

 項目を選択したら、サブメニューに更なる項目が表示されます。変更したい項目をダブルクリック

するか、ハイライトバーをそこまで移動させてから[Enter]キーを押してください。選択する前にアイコ

ンが表示されます。設定項目を下表に表しています。 

 

項目 説明 

SET USER 

ACCOUNT 

この機能により、アドミニストレーターとユーザーのユーザー名及びパスワー

ドを設定します。 

 アドミニストレーター1 名、ユーザー10 名のパスワード設定ができます。 

 アドミニストレーターフィールドまたはユーザーフィールドのうち、1 つを

選択した後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードは英数字（A～Z、0～9）が最大 16 文字までの

組み合わせが可能です。 

 各ユーザーに対し、ユーザー名とパスワードを入力した後、[Enter]キー

を押してください。 

 以前登録したユーザー名やパスワードを修正したり消去したりする場合

は、[Back Space]キーを使用して文字や数字を消去してください。 

 のアイコンはアカウントにデータが保存されたことを表します。 

SET 

ACCESSIBLE 

PORTS 

この機能によりアドミニストレーターはポートごとにユーザーのアクセス権を設

定することができます。 

各ユーザーに対し、[スペースキー]を押して F（フルアクセス）、V(モニタリン

グのみ）、または N(アクセス不可）を選択してください。アクセス権全てを設定

するまで上記手順を繰り返し、最後に[Esc]キーを押してください。デフォルト

ではユーザー全てに対しポート全てが F(フルアクセス）となっています。 

注意： N と設定した場合、アクセス権がないことを意味し、メイン画面のユー

ザーのリストにはそのポートは表示されません。 

（表は次ページへと続きます。） 
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項目 説明 

EDIT PORT 

NAMES 

どのコンピューターがどのポートに接続されているかを覚えやすくするため

に、各ポートに名前をつけることができます。この機能により、アドミニストレー

ターはポート名を設定したり、編集したり、削除したりすることができます。ポ

ート名の編集は以下の手順で行ってください。 

1. 編集したいポートをクリックするか、ナビゲーションキーを使用してハイラ

イトバーをそのポートまで移動させ、[Enter]キーを押してください。 

2. 新しいポート名を入力するか、以前のポート名を編集/削除してくださ

い。ポート名に使用できる文字数は最大 14 文字で以下の文字が使用

できます。 

 A～Z＊のアルファベット文字全て 

 0～9 の数字全て 

＊ポート名は大文字と小文字のどちらも使用できますが、OSD に表示さ

れるポート名は「大文字」のみです。 

3. ポート名の編集を終えたら、[Enter]キーを押してその変更を有効にして

ください。編集を中止するには[Esc]キーを押してください。 

RESTORE 

DEFAULT 

VALUES 

この機能は、ポート識別を補助するポート名の設定を除く、全ての変更事項

を工場出荷時のデフォルト値に戻します（詳細は p.82 「OSD 工場出荷時デ

フォルト値」を参照してください）。 

CLEAR THE 

NAME LIST 

ポート名設定を削除します。 

RESET 

STASTION IDS 

デイジーチェーン接続されているステーションの位置を変更した場合、OSD

設定にはその新しい位置が反映されません。その場合、この機能を使用し

て接続している機器全体のステーション位置をスキャンし、OSD に新しいス

テーション位置を反映させるようにしてください。 

注意：ステーション番号のみが更新されます。ステーション位置の変更に影

響されるポート名やアドミニストレーター権限での設定（例：アクセス可能なポ

ートの設定やクイックビューポートの設定等）は手動で変更しなければなりま

せん。 

（表は次ページへと続きます。） 
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項目 説明 

SET 

OPERATING 

SYSTEM 

各ポートに接続されたコンピューターの OS を設定します。必ず各ポートに

OS の設定を行ってください。[スペースキー]を押して、OS(Windows、Mac ま

たは Sun)を選択してください。これを繰り返してポート全ての OS を設定した

ら[Esc]キーを押してください。デフォルトの OS は Windows です。 

注意：Sun や Mac のコンピューターをお使いの場合、コンピューターを本製

品に接続する前にKL1508A/KL1516A側でこの設定を正しく行わないと、起

動しない場合があります。 

SET CAT 5 

LENGTH 

KL1508A/KL1516A のポートからコンピューターモジュールを接続するカテ

ゴリ 5e/6 ケーブルの長さを設定します。[スペースキー]を使用して以下のケ

ーブル長の中から選択してください。 

S: Short（25m 以下のケーブル） 

M: Medium（20～35m のケーブル） 

L: Long（35m 以上のケーブル） 

選択された S、M、L の値はポートの横に表示されます。 

SET 

KEYBOARD 

LANGUAGE 

各ポートに接続されたコンピューターのキーボード言語を設定します。[スペ

ースキー]を押して言語を選択してください。デフォルトは英語（US）です。 

SET CONSOLE 

MODE 

この設定でどのコンソール（LCD コンソール/セカンドコンソール）を有効に

するかを選択します。 

 0: LCD コンソーとセカンドコンソールの両方が使用可能 

 1: LCD コンソールのみ使用可能 

 2:セカンドコンソールのみ使用可能 

[スペースキー]を使用して上記の中から選択してください。デフォルトは 0 で

す。変更はログアウト後に反映されます。 

FIRMWARE 

UPGRADE 

KL1508A/KL1516A 及びコンピューターモジュールのファームウェアをアッ

プグレードさせるには、まず、この設定で「ファームウェアアップグレード」モ

ードを有効にする必要があります（p.68 「第 7 章ファームウェアアップグレー

ドユーティリティ」を参照）。 

このメニューを選択すると現在のファームウェアのバージョン情報が表示され

ます。ファームウェアアップグレードモードを有効にする場合は[Y]を選択し、

有効にせずメニューを終了する場合は[N]を選択してください。 

（表は次ページへと続きます。） 
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項目 説明 

ADAPTER 

UPGRADE 

この機能によりアドミニストレーターはコンピューターモジュールのファームウ

ェアのバージョン情報を確認することができます。このメニューを起動すると、

現 在 の フ ァ ー ム ウ ェ ア 情 報 が 表 示 さ れ ま す 。 上 記 の 「 FIRMWARE 

UPGRADE」も参照してください。 

SET LOGIN 

MODE 

この機能によりアドミニストレーターはユーザーがログインする必要の有無を

設定することができます。ログインダイアログボックスを無効にすると、本製品

のログイン/ログアウト機能は無効となります。システムを再起動した場合でも

ログイン/ログアウト機能は無効となったままです。 
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F5: SKP 

 この機能を使用すると、現在 KVM 操作ができるポートから前後のポートへと簡単に KVM 操作を

切り替えることができます。 

 

 スキップモード切替ができるコンピューターの選択は、「F3: SET」機能における「SCAN/SKIP 

MODE」で行うことができます（p.47 参照）。 

 スキップモードでは以下のキーで操作を行います。 

 

←： 現在のポートからリスト内の 1 つ前のポートにスキップします。 

→： 現在のポートからリスト内の 1 つ後のポートにスキップします。 

↑：現在のポートからリスト内の１つ前のステーションにある最後のポートにスキップします。 

↓：現在のポートからリスト内の 1 つ後のステーションにある最初のポートにスキップします。 

 

注意： スキップする際は、「SCAN/SKIP MODE」（p.47 参照）の選択できる前後のコンピュ

ーターにしかスキップできません。 

 

 ポートが「スキャン/スキップ」モードで選択されると、KVM 操作を切り替えた際にそのポート ID

が表示される前に左向/右向の三角形が表示されます。 

 スキップモードの有効時、通常のコンソール操作はできません。コンソールで操作する場合は、

スキップモードを中止してください。 

 スキップモードを中止するには[スペースキー]または[Esc]キーを押してください。 
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F6: BRC 

 「F6: BRC」はアドミニストレーターのみが使用できる機能です。この機能を有効にすると、コンソー

ルからのコマンドは接続している全ての利用可能なコンピューターに一斉送信されます。 

 

 この機能は、例えばシステム全体のシャットダウンやソフトウェアのインストール/アップグレード作

業など、複数のコンピューターで同じ操作を繰り返し行う必要があるユーザーには特に便利な機能

です。 

 

 BRC モードの有効時は現在 KVM 操作ができるポートのポート ID が表示される前にスピーカ

ーマークが表示されます。 

 BRC モードの有効時、マウス操作はできません。マウスを操作する場合は、BRC モードを中止

してください。 

 BRC モードを中止するには OSD ホットキーを使用して OSD を起動させ、「F6」フィールドをクリ

ックするか、[F6]を押してください。 
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F7: SCAN 

 スキャン機能では手動で切替作業をすることなく、稼働中のコンピューターを一定の間隔で自動

的に切り替え、コンピューターの動作状況を監視することができます。 

 

 オートスキャン時を含め、表示するコンピューターの選択は「F3: SET」の「SCAN/SKIP MODE」

の設定で行います（p.47 参照）。 

 各ポートの表示時間は「F3: SET」機能の「SCAN DURATION」で設定します（p.47 参照）。 

 オートスキャンモード中にアクセスされているコンピューターにはポート IDの前に S マークが表

示されます。 

 オートスキャンモード中、任意のポートで一時停止したい場合は、[P]キーを押すかマウスを左

クリックしてください。オートスキャンモードが一時停止状態になります。オートスキャンモードを

再開するには任意のキーを押すかマウスを左クリックしてください。詳細は p.59 「オートスキャ

ンモードによる切替」を参照してください。 

 オートスキャンモード中、通常のコンソール操作はできません。コンソール操作を行う場合は、

オートスキャンモードを中止してください。 

 オートスキャンモードを中止する場合は、[スペースキー]または[Esc]キーを押してください。 

 

F8: LOUT 

 「F8」フィールドをクリックするか、または[F8]キーを押すと OSD をログアウトし、コンソール画面表

示が消えます。これは OSD メイン画面を表示している間に[Esc]キーを押し、OSD を閉じる操作とは

異なります。 

 

 この機能を使用した場合、OSD に再びアクセスするにはもう一度最初からログインしなければなら

ないのに対し、[Esc]キーを使用した場合は OSD に再びアクセスするには、OSD ホットキーを入力

するだけです。 

注意： 1. ログアウト後に OSD に再びアクセスする際、ログインダイアログボックスが表示され

る以外は何も表示されません。ユーザー名とパスワードを入力してください（p.41

参照）。アドミニストレーターによってログインが無効と設定されている（p.52 参照）

場合は F8 機能も無効となっています。 

2. ログアウト後に再び OSD にアクセスし、OSD メニューからポートを選択しないまま

[Esc]キーで OSD を解除すると、画面に Null Port のメッセージが表示されます。

OSD 起動ホットキーを使用すると OSD メイン画面が表示されます。 
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第 5 章 

ホットキー操作 
ホットキーによるポートの操作 

 

 ホットキーによるポートの操作とはキーボード入力から直接コンピューターを切り替えて KVM 操作

ができるようにするものです。KL1508A/KL1516A には、以下のようなホットキーによるポート操作が

できます。 

 

 アクティブの選択 

 オートスキャンモードによる切替 

 スキップモードによる切替 

 コンピューター キーボード/マウスリセット 

 

 ホットキーモードでは以下の設定も可能です。 

 

 ビープ音の設定 

 クイックホットキーの設定 

 OSD ホットキーの設定 

 ポートの OS 設定 

 OSD のデフォルト値への復元 
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ホットキーモードの起動 

 

 ホットキー操作は全て「ホットキーモード」1 を起動することから始まります。ホットキーモードを起動

するには、下記の 2 通りのキー入力方法があり、どちらか 1 つだけを選んで入力することができます

（詳細は p.63 「ホットキーのキー設定」を参照してください）。 

または、[KVM Hotkey] 刻印のキーを押してください。(詳細は p.88 参照) 

 

[Num Lock]キーと[-]（マイナス）キー 

1. [Num Lock]キーを押したままにしてください。 

2. [-]（マイナス）キーを押して離してください。 

3. [Num Lock]キーから指を離してください。 

[Num Lock] + [-] 

 

[Ctrl]キーと[F12]キー 

1. [Ctrl]キーを押したままにしてください。 

2. [F12]キーを押して離してください。 

3. [Ctrl]キーから指を離してください。 

[Ctrl] + [F12] 

 

ホットキー環境 

 ホットキーモードが有効である場合、 

 画面にコマンドラインが表示されます。コマンドラインのプロンプトは「Hotkey」です。青地に白

い文字で入力したホットキー情報が表示されます。 

 通常のキーボード/マウス操作はできません。以下の項で説明するホットキーに関連したキー

入力のみができます。 

 

ホットキーモードの解除 

 [Esc]を押すとホットキーモードが解除できます。 

 

 

  

1 「HOTKEY COMMAND MODE」が有効であり、ホットキーを正しく入力しているか、

確認してください。詳細は p.47 を参照してください。 
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アクティブなポートの選択 

 

 各コンピューターにはポート ID が割り当てられています（p.40 「ポート ID の割り当て」参照）。接

続されたコンピューターのポート ID を特定したホットキーで直接そのコンピューターにアクセスする

ことができます。手順は以下の通りです。 

 

1. 以下のどちらかを入力してホットキーモードを起動してください。 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

2. ポート ID を入力してください。 

ポート ID は入力すると、コマンドラインに表示されます。入力を間違えた場合は、[Backspace]

キーで消去してください。 

3. [Enter]キーを押してください。 

[Enter]キーの入力後、KVM 操作がそのコンピューターへと切り替わり、ホットキーモードは自

動的に解除されます。 

 

  

注意： ホットキーモードでは、無効なスイッチやポート ID を入力した場合、ポートは切り

替わりません。有効なスイッチまたはポート IDを入力するか、ホットキーモードを解

除するまでホットキーコマンドラインが画面に表示されたままになります。 
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オートスキャンモードによる切替 

 

 オートスキャン機能を使用すると、ログインしたユーザーがアクセスでき、且つアクティブなコンピ

ューターのポートを一定の間隔で自動的に切り替えることができるので、コンピューターの動作を自

動的に監視することができます（p.47 「F3: SET」の「SCAN/SKIP MODE」参照）。 

 

スキャンインターバルの設定 

 オートスキャンが各ポートを表示する時間は、OSD の「F3: SET」の「SCAN DURATION」（p.47 参

照）で設定します。ホットキーでオートスキャンを開始する前に、以下のホットキーでスキャンインタ

ーバルを変更することができます。 

 

1. 以下のどちらかを入力して、ホットキーモードを起動してください。 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

2. [A][n]を入力してください。 

[A]はアルファベットの A で、[n]はオートスキャンを表示する秒数を表す 1～255 の数字です。 

入力した A と数字はコマンドラインに表示されます。入力を間違えた場合は[Backspace]キーを

使用して消去してください。 

3. [Enter]キーを押してください。 

[Enter]キーの入力後、ホットキーモードは解除され、オートスキャンを開始する準備ができま

す。 

 

オートスキャンモードの起動 

 オートスキャンモードを起動するには、下記のホットキーを入力してください。 

 

1. 以下のどちらかを入力して、ホットキーモードを起動してください。 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

2. [A]+[Enter]を入力してください。 

 オースキャンモード中に任意のポートで一時停止したい場合は、[P]キーを押してください。

オートスキャンモードが一時停止状態になります。オートスキャンモードを一時停止した場

合には、コマンドラインに「Auto Scan: Paused」と表示されます。 

 オートスキャンモード中にあるポートのコンピューターを監視し続けたい場合、オートスキ

ャンモードを解除するより、この一時停止機能を利用したほうが便利です。オートスキャン

モードを再開すると、その一時停止したコンピューターからオートスキャンが再開します。

オートスキャンモードを解除してから再び開始させると、接続された最初のコンピューター

からオートスキャンが始まります。 
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オートスキャンを再開するには任意のキーを押してください。一時停止したコンピューター

からオートスキャンが再開します。 

 オートスキャンモードの動作中は、通常のキーボード/マウス操作はできません。オートス

キャンモードに対応したキー入力しかできません。通常のキーボード/マウス操作を再開

するには、オートスキャンモードを解除してください。 

 

オートスキャンモードの解除 

オートスキャンモードを解除するには、[Esc]キーまたは[スペースキー]を押してください。オート

スキャンモードを解除すると、オートスキャンが中止します。 
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スキップモードでの切替 

 

 この機能により、モニタリングするコンピューター間を手動で切り替えることができます。固定した

時間間隔で自動的に切り替わるオートスキャン機能と違い、この機能では、任意のポートを任意の

時間でモニタリングすることができます。 

 

スキップモードの開始 

 スキップモードを開始するには、以下のホットキーを入力してください。 

 

1. 以下のどちらかを入力して、ホットキーモードを起動してください。 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

2. [矢印]キーのいずれかを入力してください。 

キーボードの矢印キーを入力した後、自動的にホットキーモードは解除され、下表の方法で切

り替えたポートからスキップモードが開始します。 

→ アクセス可能な最初のポートにスキップします（アクセスできるポートに関しては

p.47 「SCAN/SKIP MODE」を参照してください）。 

→ アクセス可能な次のポートにスキップします。 

↑ 1 つ前のステーションにあるアクセス可能な最後のポートにスキップします。 

↓ 1 つ後のステーションにあるアクセス可能な最初のポートにスキップします。 

 

 スキップモード有効時は、矢印キーを押してポートをスキップしていくことができるので、再度、

[Num Lock] + [-]などのホットキーを入力する必要はありません。 

 

 スキップモード有効時は、通常のキーボード/マウス操作はできません。スキップモードに対応し

たキーのみが入力できます。通常のキーボード/マウス操作を行うには、スキップモードを解除しな

ければなりません。 

 

スキップモードの解除 

 スキップモードを解除するには、[Esc]または[スペースキー]を押してください。 
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コンピューター キーボード/マウスのリセット 

 

 現在選択しているポートに接続されたコンピューターでキーボードまたはマウスが動作しなくなっ

た場合は、以下の手順に従ってキーボード/マウスのリセットを行ってください。 

 

1. 以下のどちらかを入力して、ホットキーモードを起動してください。 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

2. [F5]キーを押してください。 

[F5]の入力後、ホットキーモードは自動的に解除され、KVM ポートに接続されたコンピュータ

ーでキーボード/マウス操作が再びできます。[F5」を入力後でもコンピューターでキーボード/

マウス操作ができない場合は、システムをリセットする必要があります。詳細は、p.19 「Lock 

LED & リセットスイッチ」を参照してください。 

この機能は、対象のコンピューターでキーボードやマウスを外して接続しなおすのと基本的に

同じようなものです。 

 

ホットキービープ音の ON/OFF 設定 

 

 ビープ音（p.48 「ACTIVATE BEEPER」参照）は下記のホットキーで On または Off にできます。 

 

1. 以下のどちらかを入力して、ホットキーモードを起動してください。 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

2. [B]キーを押してください。 

[B]キーを押した後、ビープ音が OnまたはOffになります。コマンドラインに1秒間「Beeper On」

または「Beeper Off」と表示された後、そのメッセージは消え、自動的にホットキーモードを解除

します。 

  



 

63 

 

ホットキーのキー設定 

 

 ホットキーモード（p.47 「HOTKEY COMMAND MODE」参照）を起動するためのキーは以下のど

ちらかに変更することができます。 

 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

 

 変更するには以下の手順に従ってください。 

 

1. 以下のどちらかを入力して、ホットキーモードを起動してください。 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

2. [H]キーを押してください。 

[H]キーを入力後、コマンドラインに「HOTKEY HAS BEEN CHANGED」と 1 秒間表示された後、

そのメッセージは消え、自動的にホットキーモードは解除されます。 

 

OSD ホットキーのキー設定 

 

 OSD にアクセスする際に使用するホットキー（p.49 「OSD HOTKEY」参照」）は以下の手順で

[Scroll Lock][Scroll Lock]、[Ctrl][Ctrl]、または[Alt][Alt]のいずれかに変更することができます。 

 

1. 以下のどちらかを入力して、ホットキーモードを起動してください。 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

2. [T]キーを押してください。 

[T]キーの入力後、コマンドラインに「HOTKEY HAS BEEN CHANGED」と 1 秒間表示された後、

そのメッセージは消え、自動的にホットキーモードは解除されます。 
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ポート OS の設定 

 

 以下の手順に従って、ポートに接続されたコンピューターに合った OS を各ポートに設定してくだ

さい。 

 

1. 下のどちらかを入力して、ホットキーモードを起動してください。 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

2. 下表に示された[ファンクション]キーのいずれかを押してください。 

ファンクションキー 説明 

F1 ポート OS を Windows に設定する。 

F2 ポート OS を Mac に設定する。 

F3 ポート OS を Sun に設定する。 

 

ファンクションキーの入力後、ホットキーモードは自動的に解除されます。 

 

デフォルト値への復元 

 

 アドミニストレーターのみが下記の手順を行って KL1508A/KL1516A をデフォルト設定（p.50 

「RESTORE DEFAULT VALUES」を参照）に戻すことができます。 

 

1. 下のどちらかを入力して、ホットキーモードを起動してください。 

[Num Lock] + [-]または[Ctrl] + [F12] 

2. [R]キーを押してください。 

3. [Enter]キーを押してください。 

[Enter]キーの入力後、コマンドラインに「RESET TO DEFAULT SETTING」と1秒間表示された

後、そのメッセージは消え、自動的にホットキーモードは解除されます。 
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ホットキー一覧表 

 

ホットキー 説明 

[Num Lock] + [-] 

または 

[Ctrl] + [F12] 

[A] [Enter] オートスキャンモードを起動します。 

オートスキャンモード起動時に[P]または左クリックする

とオートスキャンを一時停止します。 

オートスキャンの一時停止時、任意のキーを押すか左

クリックするとオートスキャンが再会します。 

[B] ビープ音を On/Off に切り替えます。 

[Esc]または 

[スペースキー] 

ホットキーモードを解除します。 

[F1] ポートの OS を Windows に設定します。 

[F2] ポートの OS を Mac に設定します。 

[F3] ポートの OS を Sun に設定します。 

[F5] 対象のコンピューターでキーボード/マウスをリセットし

ます。 

[H] ホットキーモード起動キーを変更します。 

[Port ID] [Enter] ポート ID に対応したコンピューターへと切り替えます。 

[R] [Enter] アドミニストレーターのみが使用できます。スイッチの設

定をデフォルト値に戻します。 

[T] OSD を起動するホットキーを [Scroll Lock][Scroll]、

[Ctrl][Ctrl]、または[Alt][Alt]に切り替えます。 

[←] スキップモードを起動し、現在のポートから前のアクセ

ス可能なポートへとスキップします。 

[→] スキップモードを起動し、現在のポートから次のアクセ

ス可能なポートへとスキップします。 

[↑] スキップモードを起動し、現在のポートから 1 つ前のス

テーションにあるアクセス可能な最後のポートへとスキ

ップします。 

[↓] スキップモードを起動し、現在のポートから 1 つ後にあ

るステーションにあるアクセス可能な最初のポートへと

スキップします。 
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第 6 章 

キーボードエミュレーション 
Mac キーボード 

 

 キーマッピングのエミュレーション機能により、PC 互換（101/104 キー）キーボードは Mac キーボ

ードのファンクションキーを使用することができます。エミュレーションマッピングは下表をご参照くだ

さい。 

PC 互換キーボード Mac キーボード 

[Shift] Shift 

[Ctrl] Ctrl 

  

[Ctrl] [1] 

 

[Ctrl] [2] 

 

[Ctrl] [3] 

 

[Ctrl] [4] 

 

[Alt] Alt 

[Print Screen] F13 

[Scroll Lock] F14 

 = 

[Enter] Return 

[Backspace] Delete 

[Insert] Help 

[Ctrl]  F15 

 

注意： 上記の組み合わせでキーを入力する場合には、最初に入力するキー（[Ctrl]キー）

を離してから、次のキーを入力するようにしてください。 
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Sun キーボード 

 

 [Ctrl]キーとほかのキーを組み合わせて入力することで、PC 互換（101/104 キー）キーボードから

キーマッピングのエミュレーション機能を利用して Sunのキーボードのファンクションキーを使用する

ことができます。該当する機能については下表をご参照ください。 

PC 互換キーボード Sun キーボード 

[Ctrl] [T] Stop 

[Ctrl] [F2] Again 

[Ctrl] [F3] Props 

[Ctrl] [F4] Undo 

[Ctrl] [F5] Front 

[Ctrl] [F6] Copy 

[Ctrl] [F7] Open 

[Ctrl] [F8] Paste 

[Ctrl] [F9] Find 

[Ctrl] [F10] Cut 

[Ctrl] [1] 

 

[Ctrl] [2] 

 

[Ctrl] [3] 

 

[Ctrl] [4] 

 

[Ctrl] [H] Help 

 

Compose 

  

 

注意： 上記の組み合わせでキーを入力する場合には、最初に入力するキー（[Ctrl]キー）を

離してから、次のキーを入力するようにしてください。 
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第 7 章 

ファームウェアアップグレード 

ユーティリティ 
はじめに 

 

 Window ベースのファームウェアアップブレードユーティリティを使用して KL1508A/KL1516A 及

び対応するコンピューターアダプターのファームウェアを自動的にアップグレードさせることができ

ます。アップグレードのプログラムは各デバイスに対して個別のファームウェアアップグレードパッケ

ージの一部として現れます。 

 

 KL1508A/KL1516A の最新ファームウェア及び対応するコンピューターモジュールは弊社の Web

サイトにファームウェアアップグレードパッケージとして公開されています。弊社 Web サイトにて、最

新のファームウェアや関連情報を定期的にご確認ください。 

注意： 1. アップグレードパッケージ単体には製品本体のメインボードと対応するコンピュー

ターモジュール全てに対するアップグレードファイルが含まれています。 

2. コンピューターモジュールはダイアログボックスによっては「I/O モジュール」と呼

んでいます。 

 

作業を始める前に 

 アップグレードを始める前に、以下の作業を行ってください。 

 

1. 製品に接続されていないコンピューターから ATEN のインターネットサポートサイトにアクセスし、

お使いのデバイス（KL1508A/KL1516A）の型番をリストから選択して、利用可能なファームウェ

アアップグレードパッケージの一覧を表示してください。 

 

2. インストールしたいファームウェアップグレードパッケージ（通常は最新版）を選択し、このパッ

ケージをお使いのコンピューターにダウンロードしてください。 

（次ページへと続きます。） 
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3. 本製品に同梱されているファームウェアアップグレードケーブルを使用して、ファームウェアッ

プグレードパッケージをダウンロードしたコンピューターと本製品のファームウェアアップグレー

ドポートとを接続してください。 

 

注意： デイジーチェーン接続をしている場合は、最初のステーションのユニット（親機）に

接続してください。同じ型番のデイジーチェーン接続されたステーション（子機）は

デイジーチェーンケーブルを通じてアップグレードパッケージを受信します。 

 

4. アップグレードする必要があるコンピューターモジュールが接続されたコンピューターを除く全

てのコンピューターをシャットダウンして管愛。コンピューターモジュールはアップグレードする

際にコンピューターからの電源を必要とします。アップグレードするステーションもシャットダウ

ンしないでください。 

 

5. 本製品に搭載されたコンソールから OSD(p.41 参照）を起動し、[Y]を押してファームウェアアッ

プグレードモード（p.51 参照）を開始してください。 

注意： コンピューターモジュールへのアップグレードは、本製品とコンピューターモジュー

ルが接続されたカテゴリ 5e/6 ケーブルを通じて行われるので、別途ファームウェア

アップグレードケーブルを接続する必要はありません。 
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アップグレードの実行 

アップグレードの開始 

 お使いのファームウェアをアップグレードするには以下を行ってください。 

 

1. アイコンをダブルクリックするか、フルパスをコマンドラインに指定するかしてファームウェアアッ

プグレードパッケージを実行してください。 

「Firmware Upgrade Utility」の初期画面が表示されます。 

 

 

2. ライセンス使用許諾契約を確認し、同意する場合は「I Agree」ボタンを有効にしてください。 

（次ページへと続きます。） 
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3. 「Next」ボタンをクリックしてください。ファームウェアアップグレードユーティリティのメイン画面

が表示されます。 

 

ユーティリティにて KL1508A/KL1516A がファームウェアアップグレードモードにあるかを確認

し、「Device List」に必要なファームウェアが全て表示されます。 

注意： 1. 「Device List」にはアップグレードが必要なコンピューターモジュールの型番

全てが表示されます。型番を選択すると、その型番のデバイス全てをアップグ

レードします。 

2. ユーティリティがファームウェアの表示に失敗すると、KL1508A/KL1516A が

接続されてファームウェアアップグレードモードであることを確認します。 
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4. メインボードのファームウェアをアップグレードするには「MAIN」を選択してください。アップグ

レードする必要のないコンピューターモジュールは選択しないでください。選択をした後は

「Next」をクリックしてアップグレードを実行してください。 

 

 「Check Firmware Version」：これを選択するとユーティリティは「MAIN」のアップグレードフ

ァイルとメインボードのファームウェアのバージョンとを比較します。デバイスのファームウェ

アのバージョンがアップグレードファイルのバージョンよりも新しければ、ダイアログボックス

にその旨が表示されるので、このままアップグレードを続けるか、キャンセルするかを選択

してください。 

 

「Check Firmware Version」を有効にしなかった場合、ユーティリティはデバイスのファーム

ウェアとアップグレードファイルのバージョンを比較せずにそのままインストールされます。 

 アップグレードの進行具合は「Status Message Panel」に表示され、またプログレスバーに

進捗状況が表示されます。 

 アップグレードが完了する前に、アップグレードを停止する場合は「Cancel」をクリックして

ください。 

アップグレードが完了する前にアップグレードを停止する場合、ダイアログボックスにアッ

プグレードが完了していない旨の警告が表示されるので、キャンセルを実行するか、キャ

ンセルを中止するかを選んでください。アップグレードを途中でキャンセルすると、本製品

を再起動した際に、メインボードと OSD のファームウェアが消去されたり、破損したりする

可能性があります。 

 消去されたり、破損したりしたファームウェアを修復するには、p.74 「ファームウェアアップグレー

ドの復元」を参照してください。 
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アップグレードの成功 

 アップグレードが完了すると、以下の画面が表示され、アップグレードが成功したことを表します。 

 

 

 「Finish」をクリックしてファームウェアアップグレードユーティリティを終了してください。 

 

注意： アップグレードが成功すると、KL1508A/KL1515A は再起動します。 
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アップグレードの失敗 

 アップグレードが完了せず、失敗すると、再度アップグレードを行うかどうかを問うダイアログボック

スが表示されます。「Yes」をクリックすると、アップグレードを再試行し、「No」をクリックすると

「Upgrade Failed」（アップグレード失敗）という画面が表示されます。 

 

 ファームウェアアップグレードユーティリティを終了するには、「Cancel」をクリックしてください。そ

の後の作業については、次項「ファームウェアアップグレードの復元」を参照してください。 

 

ファームウェアアップグレードの復元 

 製品上のファームウェアが消失したり破損したりすると、製品本体の操作や起動ができなくなる場

合があります。これは以下の原因が考えられます。 

 ファームウェアアップグレードモード（p.51 「FIRMWARE UPGRADE」を参照）を開始した途中

でアップグレードをキャンセルした場合。 

 ファームウェアアップグレード中に割り込みが入った場合。 

 ファームウェアアップグレードの進行が失敗した場合。 

 本製品のファームウェアが不明な理由により中断された場合。 

 

メインボードファームウェアアップグレードの復元 

 ファームウェアアップグレードの復元を行うには、以下の作業を行ってください。 

 

1. 本製品の「ファームウェアアップグレードスイッチ」（p.20 を参照）を「Recover」（復元）の位置に

スライドしてください。 

2. p.40 「シャットダウンと再起動」に記載の手順に従って、本製品をシャットダウンし、再起動して

ください。 

3. p.70 「アップグレードの実行」に記載の手順に従ってファームウェアのアップグレードを実行し

てください。 

4. アップグレードが完了したら、本製品をシャットダウンしてください。 

5. 本製品の「ファームウェアアップグレードスイッチ」を「Normal」（通常）の位置にスライドしてくだ

さい。 

6. 本製品の電源を入れてください。 

注意： 子機の KVM スイッチのアップグレードが失敗した場合、デイジーチェーン接続からそ

の子機を外し、別途ファームウェアの復元とアップグレードを行ってください。アップグ

レードに成功してから、その子機をデイジーチェーン接続するようにしてください。 
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コンピューターモジュールのアップグレードの復元 

 コンピューターモジュールのアップグレードを復元するには、以下の作業を行ってください。 

 

1. コンピューターモジュールを接続しているコンピューターから外してください。 

2. RJ-45 コネクターの横にある「ファームウェアアップグレードスイッチ」を「Recover」（復元）の位

置にスライドしてください。 

3. コンピューターモジュールを再度コンピューターに接続してください。 

4. 本製品のコンソールから OSD(p.42 を参照)を起動し、「F4 ADM」機能を選択してください。 

5. 「FIRMWARE UPGRADE」までスクロールダウンした後、[Enter]を押してください。 

6. [Y]を押して、ファームウェアアップグレードモードを起動してください。 

7. p.70 「アップグレードの実行」に記載したようにファームウェアのアップグレードが進行します。 

8. アップグレードが完了し、本製品が再起動した後、コンピューターからコンピューターモジュー

ルを外し、「ファームウェアアップグレードスイッチ」を「Normal」（通常）の位置にスライドしてく

ださい。 

9. コンピューターモジュールをコンピューターに再度接続してください。 
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付録 
製品仕様 

 

機能 KL1508A KL1516A 

コンピューター接続数 

ダイレクト 

接続 
8 16 

最大 

（デイジー 

チェーン) 

256 512 

コンソール接続数 1 

セカンドコンソール 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、USB(Win、Linux、Mac、Sun)、シリアル 

マウス 

セカンドコンソール側

対応インターフェース 

キーボード 
PS/2、USB 

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 

RJ-45×8 RJ-45×16 マウス 

モニター 

セカンドコンソール側

コネクター 

キーボード 
ミニ DIN6 ピンメス×1 

USB タイプ A メス×1 

マウス 
ミニ DIN6 ピンメス×1 

USB タイプ A メス×1 

モニター D-sub15 ピンメス×1 

(表は次ページへと続きます。) 
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機能 KL1508A KL1516A 

スイッチ 

リセット ピンホール型スイッチ×1 

ポート選択 

(ステーション) 
プッシュボタン×2 

ポート選択 

(ポート) 
プッシュボタン×8 プッシュボタン×16 

電源 ロッカースイッチ×1 

ファームウェ

アアップグレ

ード 

スライドスイッチ×1 

LCD 電源 プッシュボタン×1 

LCD OSD プッシュボタン×4 

デイジーチェーン 

ポート 
OUT DB-25 ピンオス×1 

ファームウェアアップグレードポート RJ-11×1 

外付けマウスポート USB タイプ A メス×1 

電源ソケット 3 極 AC 電源ソケット×1 

LED 

ポート 

(オンライン) 
グリーン×8 グリーン×16 

ポート(選択) オレンジ×8 オレンジ×16 

ステーション

ID 

2 桁 7 セグメントデジタル表示 

オレンジ×1 

電源 ブルー×1 

Num Lock グリーン×1 

Caps Lock グリーン×1 

Scroll Lock グリーン×1 

LCD 電源 オレンジ×1 

キーボード・マウスエミュレーション PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)、シリアル 

スキャンインターバル 1～255 秒(ユーザー設定)/5 秒(デフォルト) 

電源仕様 AC100V～240V 50Hz/60Hz 

消費電力 

17 インチ

LCD 
26.2W 

19 インチ

LCD 
28.2W 

（表は次ページへと続きます。）  
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機能 KL1508A KL1516A 

VGA 解像度 

17 インチ

LCD 
最大 1,280×1,024@75Hz DDC2B 準拠 

19 インチ

LCD 
最大 1,280×1,024@75Hz DDC2B 準拠 

動作環境 

動作温度 0～40℃ 

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 

17 インチ

LCD 
16.84kg 

16.86kg 

19 インチ

LCD 
18.31kg 

18.33kg 

サイズ （W×D×H) 

17 インチ

LCD 
482×709×44mm 

19 インチ

LCD 
482×760×44mm 

同梱品 

電源ケーブル×1 

ファームウェアアップグレードケーブル×1 

イージーセットアップラックマウントキット 

(ショート or ロング)×1 

クイックスタートガイド×1 

ユーザーマニュアル×1 

対応 KVM モジュール 

《PS/2 用モジュール》 

KA7520 

KA7920 

 

《USB 用モジュール》 

KA7170 

KA7570 

KA7970 

 

《シリアルモジュール》 

KA9140 

（表は次ページへと続きます。） 
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機能 KL1508A KL1516A 

デイジーチェーン対応製品 

KH1508A 

KH1516A 

ACS-1208A 

ACS-1216A 

CS1708A 

CS1716A 

デイジーチェーン用ケーブル 

2L-2700(0.6m) 

2L-2701(1.8m) 

2L-2703(3m) 

2L-2705(5m) 

2L-2715(15m) 

レガシーSUN システム対応モジュール 

(13W3+ミニ DIN8 ピン) 
KA7130 

SUN システム対応モジュール 

(D-SUB15 ピン+USB) 
KA7170 

MAC 対応モジュール 

KA7170 

KA7570 

KA7970 

 

  



 

80 

 

接続台数一覧表 

 

 下表はKL1508A/KL1516Aの台数と、そこから操作できるコンピューターの台数を表しています。 

 

KL1508A 

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 9 65～72 17 129～136 25 193～200 

2 9～16 10 73～80 18 137～144 26 201～208 

3 17～24 11 81～88 19 145～152 27 209～216 

4 25～32 12 89～96 20 153～160 28 217～224 

5 33～40 13 97～104 21 161～168 29 225～232 

6 41～48 14 105～112 22 169～176 30 233～240 

7 49～56 15 113～120 23 177～184 31 241～248 

8 57～64 16 121～128 24 185～192 32 249～256 

 

KL1516A 

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 1～16 9 129～144 17 257～272 25 385～400 

2 17～32 10 145～160 18 273～288 26 401～416 

3 33～48 11 161～176 19 289～304 27 417～432 

4 49～64 12 177～192 20 305～320 28 433～448 

5 65～80 13 193～208 21 321～336 29 449～464 

6 81～96 14 209～224 22 337～352 30 465～480 

7 97～112 15 225～240 23 353～368 31 481～496 

8 113～128 16 241～256 24 369～384 32 497～512 
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デイジーチェーン接続対応製品 

 以下の ATEN KVM スイッチは、KL1508A/KL1516A とデイジーチェーン接続ができます。 

 

ACS-1208A/ACS-1216A CS1708A/CS1716A KH1508A/KH1516A 
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OSD 工場出荷時デフォルト値 

 工場出荷時のデフォルト値は下表の通りです。 

設定 デフォルト値 

OSD ホットキー [Scroll Lock][Scroll Lock] 

ポート ID 表示位置 右上角 

ポート ID 表示時間 3 秒間 

ポート ID 表示モード ポート ID 番号＋ポート名 

スキャンインターバル 5 秒間 

スキャン/スキップモード All (全て） 

スクリーンブランカー機能 OFF (無効） 

ホットキーコマンドモード ON （有効） 

ホットキー [Num Lock] + [－] 

ログアウトまでのタイムアウト時間 OFF （無効） 

ビープ音 ON （有効） 

アクセス可能なポート ユーザー全員がポート全てに対し、F （フルアクセス） 

操作モード Share (共有) 

OSD 言語 英語 

 

  



 

83 

 

アドミニストレーターによるログイン失敗 

 

 アドミニストレーターがユーザー名やパスワードを間違えたり、または忘れてしまったりして、アドミ

ニストレーターとしてログインが不可能な場合、下記の作業を行ってログイン情報を消去してくださ

い。 

 

1. KL1508A/KL1516A の電源を切り、ケースを取り外してください。 

2. 「J8」と書かれた所をジャンパーでショートさせてください。 

 
3. 本製品の電源を入れてください。 

OSD にパスワード情報が消去されたというメッセージが表示されます。 

4. 本製品の電源を切ってください。 

5. 「J8」からジャンパーキャップを外してください。 

6. ケースを元に戻し、KL1508A/KL1516A のバックアップを開始してください。 

 

 バックアップの開始後、デフォルトのユーザー名とパスワード（p.41 「OSD の概要」を参照）でログ

インができます。 
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イージーセットアップラックマウントキット 

 

 イージーセットアップラックマウントキットは、標準キットに比べて非常に簡単に製品のマウント作

業ができるように設計されたものです。対応ラックの仕様は下記をご参照ください。 

モデル 
ポ ー ト

数 

対応ラック奥行き 

（取付支柱間の距離） 
型番 

17 インチ LCD

モデル 
KL1508AM 

8 

ショート（42cm～70cm） KL1508AMJJS 

ロング（68cm～105cm） KL1508AMJJL 

19 インチ LCD

モデル 
KL1508AN 

ショート（42cm～70cm） KL1508ANJJS 

ロング（68cm～105cm） KL1508ANJJL 

17 インチ LCD

モデル 
KL1516AM 

16 

ショート（42cm～70cm） KL1516AMJJS 

ロング（68cm～105cm） KL1516AMJJL 

19 インチ LCD

モデル 
KL1516AN 

ショート（42cm～70cm） KL1516ANJJS 

ロング（68cm～105cm） KL1516ANJJL 

 

注意： ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取付支柱間の距離を表しています。

実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケー

ブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。 

 

 ロングレールキットの標準ラックマウントキットを取り付けるには、同梱のショートレールをロングレ

ールに交換し、マニュアルの内容に沿って KL1508A/KL1516A を取り付けるだけです。詳細につ

いては、p.23 「標準ラックマウント」を参照してください。 

 

 イ ー ジーセット アッ プラ ックマ ウント キット を使用 し て二人で 作業 を行う 場合 、一 人で

KL1508A/KL1516A を取り付けることが可能です。イージーセットアップラックマウントキットを使用し

てのマウント作業は下記の手順に従ってください（ショート/ロング共通）。 
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1. 本製品の両側から標準 L 型レールとサイドマウントレールを外してください。 

 

2. ラックの内側に左右の簡単ラックマウントキットのレールを取り付けてください。スイッチを支え

るフランジが中に入っています。 
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a) まず、フロントフランジをラックにネジ止めしてください。 

b) レールのスライドバーをリアフランジがラックに接触するまでスライドさせた後、リアフラン

ジをラックにネジ止めしてください。 

 

 

3. サポートフランジの上に本製品をスライドさせてください。本製品に同梱されているネジを使用

して本製品のフロントパネルとラックのフロント部分を軽くネジ止めしてください 

 

  



 

87 

 

4. リアアタッチメントスライディングブラケットをスライドバーが本製品のリア部分に接触するまでス

ライドさせた後、本製品に同梱されているネジを使用してスライドバーをスイッチのリア部分に

しっかりとネジ止めしてください。 

 

5. 本製品を何回かスライドさせて出したり入れたりして、本製品が正しい位置に設置され、スムー

ズに出し入れできることを確認してください（出し入れ方法については、p.30 「コンソールを開

く」を参照）。 

6. 本製品が正しい位置に設置され、操作も正しく行えることが確定したら、手順 3 で軽くネジ止

めしたフロント部分のネジを全てしっかりとネジ止めしてください。 
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ホットキーモード及び OSD 専用起動キー 

 

 簡単にホットキーモードとOSD が起動できるように下図のような専用起動キーを 2 つキーボードパ

ネル側に設けてありますので、ご利用ください。 

 

注意： これらの専用キーはトグルボタンですので、1 回目に押すと各メニューを起動し、2 回

目に押すとその機能を終了します。 
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トラブルシューティング 

 

一般的なトラブル 

問題 解決方法 

コンピューターの起動後、キ

ーボードまたはマウスが動作

しない 

PS/2 コネクターを使用しているコンピューターで、2L-520xP ケ

ーブルを使用している場合、コンピューターを起動する前にコ

ネクター（キーボード、モニター及びマウス）全てがポートに正し

く接続されているか確認してください。コンピューターの起動後

にケーブルを接続しても問題は解決しません。 

Sun キーボードエミュレーショ

ン の 使 用 時 、 OK モ ー ド

（[Stop][A]）が開始できない 

OK モードを開始するには以下の手順でキーを入力してくださ

い。 

1. [Ctrl]キーを押して離してください。 

2. [T]キーを押したままにしてください。 

3. [A]キーも押したままにしてください。 

4. [T]キーと[A]キーから同時に指を離してください。 

外付モニターにゴーストが発

生する 

外付けモニターと KL1508A/KL1516A との距離が離れすぎて

いる可能性があります。使用する VGA ケーブルの最大長を

20m（もしくはそれ以下）にする必要があります。短めの VGA ケ

ーブルに交換してください。 

KL1508A/KL1516A が保証す

るリモートコンピューターの最

大解像度は 1600×1200 であ

る に も か か わ ら ず 、 1280 ×

1024 以上の解像度に設定す

ることができない。 

KL1508A/KL1516A に搭載されている LCD モニターの最大解

像度は 1280×1024 です。モニターの許容範囲を超えた解像

度を設定し、モニターが破損するのを防ぐためにも、接続して

いるコンピューターの解像度を 1280×1024 またはそれ以下に

設定してください。 

接続しているコンピューターの解像度を 1280×1024 以上に設

定する場合は、p.92 「1280×1024以上の解像度でご利用にな

る場合」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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問題 解決方法 

接続されたコンピューターに

切り替えると LCD モニターの

画面が黒くなって何も表示さ

れなくなった。 

KL1508A/KL1516A に搭載されている LCD モニターの最大解

像度は 1280×1024 です。問題のコンピューターの解像度が

KL1508A/KL1516A に搭載されている LCD モニターの最大解

像度よりも高く設定されている可能性があります。 

この問題を解決するには、セカンドコンソール（モニターは問題

の コ ン ピ ュ ー タ ー の 解 像 度 に 対 応 で き る も の ） を

KL1508A/KL1516A のセカンドコンソールポートに接続してくだ

さい。このセカンドコンソールから問題のコンピューターにアク

セスして、解像度を 1280×1024 まで下げてください。 

注意：KL1508A/KL1516A に搭載されている LCD モニターの

最大解像度は 1280×1024 ですが、本製品自体は最大解像度

1600×1200@60Hz まで対応しています。接続しているコンピュ

ーターの解像度を 1280×1024 以上に設定する場合は、p.92

「1280×1024 以上の解像度でご利用になる場合」を参照してく

ださい。 
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Sun に関するトラブル 

問題 解決方法 

D-sub15ピンのコネクターを使

用するとビデオ表示の問題が

発生する（例：Sun Blade 1000 

Server） 

ディスプレイ解像度を 1024×768@60Hz に設定してください。 

テキストモードを使用する場合： 

「OK Mode」を開始し、以下のコマンドを入力してくださ

い。 

setenv output-device screen:r1027x768x60 

reset-all 

XWindow を使用する場合： 

1. コンソールを開き、以下のコマンドを入力してください。 

m64config –res 1024x768x60 

2. ログアウトしてください。 

3. 再度ログインしてください。 

13W3 のコネクターを使用する

とビデオ表示に問題が発生す

る（例:Sun Ultra servers）* 

ディスプレイ解像度を 1024×768@60Hz に設定してください。 

テキストモードを使用する場合： 

「OK Mode」を開始し、以下のコマンドを入力してくださ

い。 

setenv output-device screen:r1027x768x60 

reset-all 

XWindow を使用する場合： 

1. コンソールを開き、以下のコマンドを入力してください。 

ffbconfig –res 1024x768x60 

2. ログアウトしてください。 

3. 再度ログインしてください。 

 

＊ Sun VGA カードに関するトラブルの多くは、上記の方法で解決することが可能です。上記

の手順を行っても問題が解決しない場合は、Sun VGA カードのマニュアルをもう一度ご覧

ください。 
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1280×1024 以上の解像度でご利用になる場合 

 KL1508A/KL1516A に搭載されている LCD モニターの最大解像度は 1280×1024 です。モニタ

ーの解像度を超えたことにより、モニターが破損してしまうことを防ぐためにも、接続されたコンピュ

ーターの解像度は 1280×1024 以下に設定してください。 

 

 1280×1024 よりも高い解像度を希望される場合、下記の手順に従ってコンピューターの解像度

を変更することができ、また KL1508A/KL1516A に搭載されている LCD モニターが破損するのを

防ぐことができます。 

注意： 作業を始める前に KL1508A/KL1516A の LCD コンソールを閉じることを推奨します

（p.34 「コンソールを閉じる」を参照）。この LCD モニターを使用して、その最大解像

度を超えた解像度でコンピューターをモニタリングすると、このモニターが破損したり、

製品寿命が短くなったりします。 

KL1508A/KL1516A に搭載されたコンソールを閉じたままコンピューターにアクセスす

るには、最大解像度 1600×1200@60Hz に対応するモニターを含めたセカンドコンソ

ールを KL1508A/KL1516A のセカンドコンソールポートに接続してください。 

 

1. リモートコンピューターから KL1508A/KL1516A にログインし、解像度を変更したいコンピュー

ターにアクセスしてください。 

2. コンピューターの「コントロールパネル」を開き、「ディスプレイ」をダブルクリックしてください。

「ディスプレイのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 

3. 「設定」タブをクリックしてから「詳細」をクリックしてください。 

4. ダイアログボックスが表示されるので、「モニター」タブをクリックしてください。 

5. 「モニターの設定」の「このモニターでは表示できないモードを隠す」のチェックボックスを外し

てください。 

6. 「適用」をクリックしてください。 

7. 「アダプター」タブをクリックしてから「モードの一覧」をクリックしてください。「全てのモード一覧」

ダイアログボックスが表示されます。 

8. 有効なモードの一覧の中からご使用のコンピューターに設定したいディスプレイモードを選択

してください。 

注意： KL1508A/KL1516A 本体が対応するリモートコンピューターの最大解像度及びリ

フレッシュレートは 1600×1200@60Hz です。 

9. 「OK」をクリックした後、「適用」をクリックしてください。ディスプレイモードが選択したものに変

更されます。 

10. 「モニターの設定」ダイアログボックスが表示され、設定変更の確認が求められますので、「は

い」をクリックします。 



 

93 

 

11. 「モニターの設定」ダイアログが終了したら「OK」ボタンをクリックします。 

12. 「画面のプロパティ」ダイアログボックスで「OK」ボタンをクリックします。 

 

 以上で作業は完了です。解像度を変更したいコンピューター全てに上記作業を繰り返し行ってく

ださい。 
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