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本ドキュメントについて 

 

本書は ATEN ジャパン株式会社において、CS261 取り扱いの便宜を図るため、英語版ユーザーマニュアルをロ

ーカライズしたドキュメントです。 

製品情報、仕様はソフトウェア・ハードウェアを含め、予告無く改変されることがあり、本日本語版ユーザーマニュ

アルの内容は、必ずしも最新の内容でない場合があります。また製品の不要輻射仕様、各種安全規格、含有物質

についての表示も便宜的に翻訳して記載していますが、本書はその内容について保証するものではありません。 

製品をお使いになるときは、英語版ユーザーマニュアルにも目を通し、その取扱方法に従い、正しく運用を行っ

てください。詳細な製品仕様については英語版ユーザーマニュアルの他、製品をお買い上げになった販売店また

は弊社テクニカルサポート窓口までお問い合わせください。 

 

ATEN ジャパン株式会社 

技術部 

TEL ：03-5615-5811 

MAIL :support@atenjapan.jp 

2016 年 1 月 12 日 
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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

による修理対応となり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 

◆ 納品日の証明ができず、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

て故障または破損したもの 

◆ 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、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。また、EOL 製品の型番や、修理可否、後継機種については、随時

情報更新を行っておりますので、弊社 Web ページにて最新情報をご確認ください。 

※製品保証期間の延長や故障時の代替品などの保証オプションについては、弊社Webページを

ご確認ください。 

 

 

【補足】 

・本規定はATEN製品に限り適用します。 

・ケーブル類は初期不良対応に準じます。 

・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. 弊社製品は映像関連システムや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。しかし、使用環境等によってはその機能が

制限されることがあります。弊社では、ご購入前に弊社製品をお試しいただける評価機貸出サービ

スを無償でご提供しております。評価機貸出サービスに関するお問い合わせは、弊社代理店また

は弊社 Web サイト（http://www.aten.com/jp/ja/）内の「ご購入前のお問い合わせ」フォームをご利

用ください。 

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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EMC 

 

FCC（連邦通信委員会）電波干渉声明 

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。 

 

本製品は、FCC（米国連邦通信委員会）規則の Part15 のデジタル装置 Class A の規定に準拠

しています。動作は次の 2つの条件を前提としています。(1)本製品による有害な干渉を発生しない。

(2)本製品は、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて受け

入れる。 

 

FCC による注意：本コンプライアンスに対する責任者による明確な承認を得ていない変更または改

良を行った場合は、ユーザーの本装置を操作する権利を無効とします。 

 

CE による注意：本製品は Class A に準拠した製品です。本製品をご家庭で使用した場合、電波

干渉を引き起こす可能性があります。その際は、ユーザーご自身にて、適切な処置を行ってくだ

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。 

 

 

 

暫定版



4 

 

SJ/T 11364-2006 
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安全にお使い頂くために 

 

全般 

◆ 本製品は、屋内での使用に限ります。 

◆ 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。また、弊社 Web サイトに掲載のオンラインユーザーマニュアルもご確認ください。 

◆ 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。 
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◆ 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。 

◆ 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、ご不明な点がござい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。 

◆ 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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同梱品 

 

CS261 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。 

 

 CS261 2 ユーザー DVI コンピューター共有器  ×1 

 USB KVM ケーブル     ×1 

 電源アダプター     ×1 

 多言語版クイックスタートガイド    ×1 

 ユーザーマニュアル（英語）    ×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。 

 

 

* 本マニュアルの公開後に、製品仕様が追加される場合があります。最新版は弊社 Web サ

イトにアクセスしてご確認ください。 
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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、CS261 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：CS261 を紹介します。特長、機能概要および製品各部名称について説明し

ます。 

 

第2章 セットアップ方法：基本的なセットアップ手順から高度なセットアップの方法までを説明

します。 

 

第3章 基本操作：CS261 の基本的な操作方法について説明します。 

 

第4章 操作方法：CS261 の操作方法、ホットキー設定モード、および EDID 選択機能について

説明します。 

 

第5章 ファームウェアアップグレードユーティリティー：アップグレードユーティリティーを使って、

CS261 のファームウェアを最新版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。また

ホットキー操作のようにキーを連続して押す場合は、[Ctrl] , [Alt] , [Shift]

のようにコンマ（ , ）を挟んで表記してあります。 

 

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。 

 

※本マニュアルに記載されている商品名・会社名等は、各社の商標ならびに登録商標です。 
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第 1 章 

はじめに 
 

概要 

 

CS261 はマイクロプロセッサーによって制御される DVI コンピューター共有器です。2 人のユ

ーザーがそれぞれのコンソール(モニター、USB キーボード、USB マウス、スピーカー、およびマ

イク)から 1台の USBコンピューターを共有できる、マルチユーザー・シングルタスクデバイスです。

CS261 は SOHO の環境に最適な製品です。本製品を使えば、コストのかかるネットワーク環境を

導入することなく、2 名のユーザーでコンピューター上のプログラムやファイルへ簡単にアクセス

することができ、また、これらを共有することも可能です。ユーザーは、セキュリティを強化するた

めにオプションを利用して、他のコンソール側のビデオとオーディオ出力を無効にしておきなが

ら、CS261 に接続されたコンピューターを 1 台 1 台操作することができます。CS261 は、製品本

体に接続されたコンピューターに対して、いずれか一方のコンソールから、オンスクリーンのコン

ソールの状態で操作可能なインターフェースを使ってアクセスできる、便利な OSD を提供してい

ます。 

 

セットアップは、必要なケーブルを適切なポートに接続するだけですので、簡単に素早く行え

ます。ソフトウェア設定の必要もありませんし、ソフトウェアにまつわる複雑なセットアップルーティ

ーンや互換性の問題に悩まされる心配もありません。CS261 はキーボード入力を直接傍受しま

すので、各種ハードウェアプラットフォームの様々な OS で使用することができます。 

 

また、作業場においてオーディオ入出力を使用するニーズの高まりを受けて、CS261 はマイク

とスピーカーが接続できるように設計されています。 
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特長 

 

 2 組の USB コンソールで 1 台の DVI コンピューターを共有※1 

 解像度 - 1080p、1,920×1,200  

 2.1ch ステレオオーディオおよび HD オーディオ対応※2  

 HDCP1.4 準拠 

 EDID エキスパート - 最適な EDID を選択して、ディスプレイ間で最適な解像度を使用し、

スムーズな起動と高画質な映像表示を実現 

 コンソール選択モード 

 オートモード：コンピューターの操作権限は入力待ちの状態で先に操作したユーザー

に切替 

 マニュアルモード：コンピューターの操作権限はフロントパネルのプッシュボタンまたは

ホットキーを使用して切替可能 

 RS-232 シリアルコマンドによる切替操作や設定が可能 

 スクリーンセーバー機能 - コンピューターへのアクセスが無い状態が一定時間過ぎると、

スクリーンセーバーが起動 

 Mac/Sun キーボードエミュレーション対応 - PC/AT キーボードから Mac/Sun コンピュータ

ーが操作可能※3 

 多言語キーボードマッピング – 英語、日本語、フランス語、ドイツ語の各言語のキーボード

に対応 

 マルチ OS 対応 - Windows、Linux、Mac、Sun 

 ファームウェアアップグレード対応 

 ソフトウェア不要 - セットアップが簡単 

 

注意： 1. コンピューターへの同時アクセスには対応していません。 

2. HD オーディオは、DVI→HDMI 変換ケーブルを使用した場合に対応可能です。 

3. PC/AT キーボードでもキーの組み合わせで Sun/Mac キーボードの特殊キー入力が

可能です。 
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システム要件 

 

コンソール 

◆ 本製品に接続して使用するコンピューターの解像度に対応した DVI モニター 

◆ USB キーボードおよび USB マウス 

◆ スピーカーおよびマイク（オプション） 

 

コンピューター 

 本製品に接続して使用するコンピューターには、下記のハードウェア環境が必要です。 

◆ DVI ビデオポート 

◆ USB タイプ A ポート 

◆ スピーカーおよびマイク用ポート（オプション） 

 

ケーブル 

CS261 の推奨条件に満たないケーブルは接続されている機器の故障の原因になったり、正しい

処理ができなくなったりするおそれがあります。信号の整合性を保つため、また表示画面のレイア

ウトを簡素化させるために、高品質の専用ケーブルのご使用を強くお勧めします。これらのケーブ

ルをお求めの際には、お手数ですが、代理店、または販売店までご連絡ください。 

 

KVM ケーブル 

◆ 2L-7D02U（1.8m） 

◆ 2L-7D03U（3.0m） 

◆ 2L-7D05U（5.0m） 

 

ビデオインタフェース 

◆ 2A-127G（DVI→HDMI） 

◆ 2A-128G（HDMI→DVI） 
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オペレーティングシステム 

本製品が対応している OS は下表のとおりです。 

OS バージョン 

Windows 2000 以降 

Linux Redhat 6.0 以降 

SuSE 8.2 以降 

UNIX FreeBSD 3.51 以降 

Sun Solaris8 以降 

Novell Netware 5.0 以降 

Mac OS9 以降 
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製品各部名称 

 

フロントパネル 

 

 

No. 名称 説明 

1 マニュアル/オート 

選択ボタン 

本体前面のモード切替ボタンにより、オートモードとマニ

ュアルモードの間で切替を行います。デフォルトはオー

トモードです。ボタンを押すと、オートモード→マニュア

ル（コンソール 1）→マニュアル（コンソール 2）→オートモ

ードの順に切り替わります。 

2 コンソール 1 LED ランプ* コンソール 1 がコンピューターにアクセスしているときに

点灯しますが、コンソール 2 がコンピューターにアクセス

するとランプが消えます。 

3 コンソール 2 LED ランプ* コンソール 2 がコンピューターにアクセスしているときに

点灯しますが、コンソール 1 がコンピューターにアクセス

するとランプが消えます。 

4 マニュアル操作 LED ランプ CS261 がマニュアルモードに設定されていることを表し

ます。オートモードの際には LED は点灯しません。 

 

注意： オートモードにおいて、どちらのコンソールもコンピューターにアクセスしていない場合、

両方のコンソール LED ランプが点灯します。 
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リアパネル 

 

 

No. 名称 説明 

1 シリアルポート RJ-11→RS-232 ケーブルを使うことで、RS-232 機能を

利用することができます。 

2 DIP スイッチ 4 ピンの DIP スイッチで、RS-232 コマンド、スクリーンセ

ーバー、プライベートモード、およびユーザーの権限を

それぞれ設定することができます。 

3 リセットボタン このピンホール型ボタンを押してシステムをリセットしま

す。 

4 コンソール 1 ポート コンソール 1 で使用するDVI モニター、スピーカー、マイ

ク、USB キーボード、および USB マウスの各ケーブル

を、それぞれに対応したポートに接続します。 

5 コンソール 2 ポート コンソール 2 で使用するDVI モニター、スピーカー、マイ

ク、USB キーボード、および USB マウスの各ケーブル

を、それぞれに対応したポートに接続します。 

（表は次のページに続きます） 
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No. 名称 説明 

6 電源ジャック 電源アダプターのケーブルをこのジャックに差し込んで

ください。 

7 PC ポート KVM ケーブルを使って、コンピューターをこのポートに

接続します（対応 KVM ケーブルについては p.12「ケー

ブル」を参照）。CS261 のファームウェアも、このポートを

介してアップグレードされます。 
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第 2 章 

ハードウェアセットアップ 
 

 

 

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。 

 

セットアップ 

 

1. KVM ケーブルの DVI コネクターを CS261 本体のコンソールポートに接続してください。 

2. KVM ケーブルの DVI コネクターおよび USB コネクターを、それぞれコンピューターの DVI ポ

ートと USB ポートに接続してください。 

3. CS261 本体のコンソール 1 ポートに、１台目のコンピューターのキーボード・マウス・モニターの

各コネクターを接続してください。 

4. CS261 本体のコンソール 2 ポートに、2 台目のコンピューターのキーボード・マウス・モニターの

各コネクターを接続してください。 

5. 電源アダプターを CS261 に接続したら、AC 電源に接続してください。 

6. コンピューターおよびモニターの電源を入れてください。 

 

注意： マウスおよびキーボードのコネクターは USB1.1 ポートです。 
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接続図 
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第 3 章 

基本操作 
概要 

 

 CS261 はコンピューター共有器として、コンソール 1 モードとコンソール 2 モードという 2 種類の

コンソールモードを使って基本的なアクセスを行うことができます。CS261 は、フロントパネルの

プッシュボタンを押す「プッシュボタンコンソールモード」、キーボードからキー操作を行う「ホット

キーコンソールモード」、そして RS-232 経由でのシリアル制御を行う「RS-232 コマンド*」といった、

3 種類の便利な方法でコンソールモードを選択することができます。 

 

注意： コマンドの詳細については、CS261 の RS-232 コマンドのユーザーマニュアルをご参照く

ださい。 

 

プッシュボタンによるコンソールモードの選択 

 

目的のコンソールを選択するには、フロントパネルのプッシュボタンを次のように連続して押して

ください。 

 

オートモード → マニュアルモード（コンソール 1） → マニュアルモード（コンソール 2） → 

オートモード 

 

 LED ランプが点灯すると、コンソールがコンピューターにアクセスしていることを表しています。 

 

 

ホットキーによるコンソールモードの選択 

 

ホットキーを使ってコンソールモードを選択するには、マニュアルモード（コンソール 1 モードおよ

びコンソール2モード）にしておく必要があります。コンソール1からコンソール2に切り替えるには、

[Scroll Lock]キーを 2 回押してください。 
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注意： [Scroll Lock]キーの操作が他のプログラムと競合する場合は、[Scroll Lock]キーの代わり

に[Ctrl]キーを使用することもできます。例：[Ctrl] [Ctrl] [Enter] 
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第 4 章 

基本操作 
概要 

 

CS261 には、オートモードとマニュアルモードの 2 つの操作モードがあります。これらのモードの

概要は p.40「操作モード」をご参照ください。 

 

オートモード 

 

オートモードではコンピューターの操作を先着順に選択するので、大半の優先度が低い状況で

は、オートモードはコンピューターを最もシンプルな方法で使用することができます。 

 

オートモード下における操作は下記を参考にして行って下さい。 

 

1. CS261 に電源が入ると、オートモードで動作し、コンソール入力の先着順で処理を行います。

コンソール 1・コンソール 2 の各 LED ランプが点灯し、マニュアル操作 LED ランプは点灯しま

せん。 

 

2. 待ち受け中に先にキーボード、またはマウスで操作が行われたコンソール側が操作権限を取

得し、操作可能となります。このとき、CS261 は以下のように動作します。 

 

◆ 操作権限を取得したユーザーコンソールの LED ランプが点灯します。 

◆ 操作権限のない方のコンソール LED ランプは消えます。 

◆ ユーザーコンソール側にロックがかかります。 

◆ 操作権限のないユーザーのモニターに、システムが使用中であるという内容のメッセージ

が表示されます。10 秒後にメッセージが消え、（操作中のユーザーがキーボードやマウス

から入力を行っていない場合には）操作していない方のユーザーが画面の表示を再び

参照できるようになります。ユーザーからのキーボードまたはマウスの入力があると、次の

ような OSD のメッセージが再び表示されます。 

The System Is Occupied. Please Wait.  

◆ コンピューターを操作しているユーザーは、次のホットキーによって別ユーザーのモニタ
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ーを非表示にすることができます。 

 

[Num Lock] + [-] → [D] 

 

別ユーザーからキーボードまたはマウスの入力があると、システムが使用中であるという

内容のメッセージが表示されます。10 秒後にメッセージは消え、モニターは黒い画面に

戻ります。ユーザーからキーボードまたはマウスの入力があれば、OSD のメッセージが再

び表示されます。 

 

3. 操作権限を持っているユーザーからのキーボード・マウス入力が一定時間ないまま、（ホットキ

ーによって設定された）タイムアウトまでの時間が経過してしまった場合、CS261 には以下の動

作が見られます。 

 CS261 がユーザーロックを解除します。 

 オートモードに切り替わります。 

 コンソール LED ランプが両方とも点灯します。 

 マニュアル LED ランプが消えます。（オートモードのため） 

 各コンソールはコンピューターを操作できるようになり、先に操作した方に権限が与えら

れます。 

 

4. オートモードを終了するためには、操作対象となるコンソール側に操作権限が切り替わるよう

に、マニュアル/オート選択ボタンを押してください。 

 

 

プライベートモード（コンソール１） 

プライベートモードでは特定のユーザーがいつでもシステムの操作を行うことができるので、優先

度が高い状況でコンピューターを共有するのに最適です。DIP スイッチのピン 4 を ON または OFF

にすることで、コンソール 1 またはコンソール 2 を権限ユーザーとして設定することができます（p.24

参照）。これによって、権限を有していないユーザーがコンピューターを参照したり操作したりする

のを防ぐこともできます（p.22 参照）。なお、プライベートモードはオートモード内で動作し、タイムア

ウト期間も含まれません。 

 

 プライベートモードを開始する場合は、以下の手順で操作してください。 

 

1. 本体がオートモードで、かつ CS261 に電源を入れる前に DIP スイッチのピン 3 が ON に設定さ

れていることを確認してください。 
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2. DIP スイッチのピン 4 が ON になっている場合は、コンソール 1 ユーザーを権限ユーザーに設

定してください。そうしないと、コンソール 2 ユーザーが権限ユーザーになります。 

3. CS261 に電源を入れてください。 

4. タイムアウトになるまで待ちます（デフォルト：5 秒）。 

5. 権限ユーザー側のキーボードで[Shift]キーを 2 秒以内に 6 回押します。 

プライベートモードでは、コンピューターを操作していないユーザー（言い換えれば、権限がな

いユーザー）はコンピューターのビデオ出力を見たりオーディオ出力を聞いたりすることができ

ません。結果的に、プライベートモードでは OSD の警告メッセージが表示されないことになりま

す。 

 

 

 プライベートモードを終了する場合は、以下の手順で操作してください。 

 

 権限ユーザー側のキーボードから[Shift]キーを 2 秒以内に 6 回押してください。 

または 

 マニュアル/オート選択ボタンを押してください。 

 

 

スクリーンセーバー 

ディスプレイを保護するために、CS261 がオートモードまたはマニュアルモードで、かつ、どのユ

ーザーもコンピューターにアクセスしていない場合、両方のディスプレイで黒い画面が表示されま

す。いずれか一方のコンソールからコンピューターにアクセスすると、この黒い画面は解除されます。

この機能を有効にする場合は、DIP スイッチのピン 2 を「ON」に設定してください。 
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DIP スイッチ設定一覧 

DIP スイッチ ピン 
機能 

1 2 3 4 

ON × × × RS-232 コマンド機能が有効 

OFF × × × RS-232 コマンド機能が無効 

× ON × × スクリーンセーバー機能が有効 

× OFF × × スクリーンセーバー機能が無効 

× × ON ON プライベートモードが有効：コンソール 1 が権限ユーザー 

× × ON OFF プライベートモードが有効：コンソール 2 が権限ユーザー 

× × OFF ON プライベートモードが無効 

× × OFF OFF プライベートモードが無効 

 

 

注意： 1. DIP スイッチのピンを倒すと ON に、また、ピンを起こすと OFF にそれぞれ設定

します。 

2. 最適な状態でお使いいただけるように、DIP スイッチのピンは、CS261 とコンピュ

ーターの両方に電源を入れる前に設定するようにしてください。 
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マニュアルモード 

 

マニュアルモードはオートモードのタイムアウトよりも長い時間でコンピューターを操作する場合

に使用します。この場合、目的のコンソールに切り替わるまで、マニュアル/オート選択ボタンを繰り

返し押してください。コンソールの操作権限は以下のように切り替わります。 

 

オートモード → マニュアルモード（コンソール１） → マニュアルモード（コンソール 2） → 

オートモード 

 

 マニュアルモードの場合、CS261 が選択されたコンソールに切り替わると、もう片方のコンソー

ルからは操作できなくなります。マニュアル/オート選択ボタンが再び押されるまで、選択され

たコンソール側の操作権限は維持されます。 

 

 片方のユーザーモニターにはシステムが使用中であるという内容のメッセージが表示されます。

10 秒経過すると、メッセージは消え、ユーザーはコンピューターをモニタリングすることができ

るようになります。ユーザーからのキーボード・マウスの入力があると、次のような OSD メッセー

ジが再び表示されます。 

The System Is Occupied. Please Wait. 

 

 コンピューターの操作権限があるユーザーが次のホットキーを入力すると、もう一方のユーザ

ーはコンピューターのビデオ出力を参照したり、オーディオ出力を聞いたりすることができなく

なります。 

[Num Lock]+[-] , [D] 

片方のユーザーからのキーボード・マウスの入力があると、システムが使用中であるという内容

の、警告メッセージが表示されます。10秒経過するとメッセージは消え、黒い画面に戻ります。

ユーザーからのキーボード・マウスの入力があると、OSD メッセージが再び表示されます。 

 

コンソールの操作権限を切り替える場合は、次のいずれかの操作を行ってください。 

 マニュアル/オート選択ボタンを押す 

 次のホットキーを入力する 

[Scroll Lock], [Scroll Lock], [Enter] 

 

注意： [Scroll Lock]キーが他のプログラムの操作と競合する場合は、「Ctrl」キーを代わりに

ご使用いただけます。例：[Ctrl] [Ctrl] [Enter] 
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タイムアウト 

ユーザーはオートモードにおいてホットキーを使ってタイムアウトを設定することができます。タイ

ムアウト値（詳細は p.21「オートモード」参照）に関するホットキーパラメーターについては、p.27「ホ

ットキーセッティングモード一覧」を参照してください。なお、マニュアルモードおよびプライベートモ

ードではタイムアウト値が適用されません。 

 

複数の EDID 選択 

 ユーザーは、3 種類の EDID モード（Remix モード、Port1 モード、ATEN デフォルト EDID モード）

と3種類の解像度から選択することができます。複数のEDIDを選択することで、ビデオの表示画質

を向上させることができます。 

 

 EDID モードはホットキーで選択することができます（詳細については p.27「ホットキーセッティング

モード一覧」を参照）。 
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ホットキーセッティングモード 

 

ホットキーセッティングモードを起動するには、次の手順で操作を行ってください。 

 

1. [Num Lock]キーを押したままにしてください。 

2. [-]キーを押した後にすぐに離してください。 

3. [Num Lock]キーを離してください。 

 

 

 

ホットキーセッティングモード一覧 

ホットキー 機能 

[Num 

Lock] + [-] 

[H] ホットキーセッティングモード起動キーを[Num Lock] + [-] と 

[Ctrl] + [F12]の間で交互に切り替えて変更します。 

[T] コンソール切替キーを[Scroll Lock][ Scroll Lock]と[Ctrl] [Ctrl]

の間で交互に切り替えて変更します。 

[B] ブザーを有効/無効にします。 

[R][Enter] ホットキーの設定をリセットし、デフォルトの状態に戻します。 

[D] 他方のコンソールにおけるモニターおよびオーディオを OFF

または ON にします。（この設定は変更を確定した後、またはデ

バイスの電源を切った後で有効になります。） 

 (表は次のページに続きます)

注意： 1. [-]キーは0.5秒以内に離してください。長く押し続けるとホットキーが無効になり

ます。 

2. ホットキーセッティングモードは他のキーの組み合わせでも起動することができ

ます。詳細については、以下のホットキーセッティングモード一覧を参照してく

ださい。 

暫定版



28 

 

ホットキー 機能 

[Num 

Lock] + [-] 

[O][N][Enter] オートモードにおいて、操作しているコンソール側からの最後

の入力から、コンソールのロックが解除されるまでに経過する

時間を設定します。 

N=1 ： タイムアウト 5 秒 

N=2 ： タイムアウト 60 秒 

N=3 ： タイムアウト 120 秒 

N=4 ： タイムアウト 255 秒 

[S][N][Enter] オートモードにおいて、操作しているコンソール側からの最後

の入力から、スクリーンセーバーが起動するまでに経過する時

間を設定します。 

N=1 ： 1 分 

N=2 ： 5 分 

N=3 ： 10 分 

N=4 ： 15 分 

N=5 ： 20 分 

[E][N][Enter] EDID モードを設定します。 

N=1 ： Remix モードに設定します。 

N=2 ： Port1 モードに設定します。 

N=3 ： ATENデフォルトEDID、1,280×720@60Hzに設定しま

す。 

N=4 ： ATENデフォルトEDID、1,600×1,200@60Hzに設定し

ます。 

N=5 ： ATENデフォルトEDID、1,920×1,080@60Hzに設定し

ます。 

[F1] キーボードレイアウトを PC に設定します。 

[F2] Mac キーボードのエミュレーションを有効にします。 

[F3] Sun キーボードのエミュレーションを有効にします。 

(表は次のページに続きます) 
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ホットキー 機能 

[Num 

Lock] + [-] 

[F4] 現在のホットキー設定をコピーし、テキストエディタにペーストし

ます。 

（例） 

Hotkey:[num lock]+[-] and [scroll lock], [scroll lock] OS 

setting: PC 

Keyboard emulation: Enabled 

Mouse emulation: Enabled 

Keyboard layout: English 

[F5] USB キーボードと USB マウスのリセットを実行します。 

[F6][NN][Enter] キーボード言語レイアウトを設定します。[NN]はキーボード言

語コードに割り当てられた 2 桁の数字を表します。 

 英語（アメリカ）：33 

 日本語：15 

 フランス語：08 

 ドイツ：09 

[u][p][g][r][a][d][e] 

[Enter] 

ファームウェアアップグレードモードを起動します。 

[Esc]キーまたはスペースキー ホットキーセッティングモードを終了します。 
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キーボードエミュレーション 

 

PC 互換キーボード Mac キーボード PC 互換キーボード Sun キーボード 

[Shift] Shift [Ctrl] [T] Stop 

[Ctrl] Ctrl [Ctrl] [F2] Again 

  [Ctrl] [F3] Props 

[Ctrl] [1] 
 

[Ctrl] [F4] Undo 

[Ctrl] [2]  [Ctrl] [F5] Front 

[Ctrl] [3] 
 

[Ctrl] [F6] Copy 

[Ctrl] [4]  [Ctrl] [F7] Open 

[Alt] Alt [Ctrl] [F8] Paste 

[Print Screen] F13 [Ctrl] [F9] Find 

[Scroll Lock] F14 [Ctrl] [F10] Cut 

 
= [Ctrl] [1]  

[Enter] Return [Ctrl] [2] 
 

[Backspace] Delete [Ctrl] [3] 
 

[Insert] Help [Ctrl] [4] 
 

[Ctrl]  F15 

[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 5 章 

ファームウェア 

アップグレードユーティリティー 
はじめに 

 

Windows ベースのファームウェアアップグレードユーティリティー(FWUpgrade.exe)を使用すると、

CS261 のファームウェアを自動的にアップグレードできます。 

 

ユーティリティーは、それぞれのデバイスにファームウェアアップグレード可能なパッケージとして

提供されます。最新のファームウェアは弊社Webサイト（http://www.aten.com/jp/ja/）より提供され

ますので、定期的に Web サポートサイトをご確認ください。 

 

ファームウェアアップグレードパッケージのダウンロード 

ファームウェアアップグレードパッケージを下記の手順に従ってダウンロードしてください。 

 

1. 製品に接続されていないコンピューターから弊社 Web サイト（http://www.aten.com/jp/ja/）に

アクセスし、必要なデバイス型番(CS261)のファームウェアアップグレードパッケージを選択し

てください。ダウンロードは、1） 製品ページ内の「サポートとダウンロード」メニューからアクセ

ス、または、2） ホームページ右上に表示される「サポートとダウンロード」→「ダウンロード」→

「他の製品の資料をダウンロードする」に型番を入力して検索する方法で行えます。 

2. 必要なファームウェアアップグレードパッケージ（最新版を推奨）をお使いのパソコンにダウン

ロードしてください。 

 

暫定版



32 

 

下準備 

 

 下記の手順に従ってファームウェアアップグレードの準備をしてください。 

 

1. 製品に同梱されている KVM ケーブルを使って、お使いのコンピューターと CS261 の PC ポー

トのセクションを接続してください。 

2. CS261 に接続されているコンピューターを両方ともシャットダウンしてください。 

3. そうすると CS261 はファームウェアアップグレードモードになり、2 箇所あるポート LED ランプが

点滅します。 

 

注意： CS261 がアップグレードモードの間は、通常のキーボードおよびマウスの機能は一

時停止されます。通常のコンソール操作に戻りたい場合は、ファームウェアアップグ

レードを完了させるか、ファームウェアアップグレードモードを終了する必要があり

ます。 
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アップグレード開始 

 

 ファームウェアのアップグレードは、以下の手順で行ってください。 

 

1. ダウンロードしたファームウェアアップグレードパッケージのアイコンをダブルクリックして、ユー

ティリティーを実行してください。 

そうすると、下図のようなファームウェアアップグレードパッケージのウェルカム画面が表示され

ます。 

 

注意： この図は参照用です。ファームウェアアップグレードユーティリティーで表示される

実際の画面の言葉やレイアウトはこの例と多少異なることがあります。 

 

2. 使用許諾契約書の内容を確認し、同意してください。(「I Agree」を選択することで同意) 

3. 「Next」（次へ）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ーのメ

イン画面が表示されます。そして、アップグレード可能なデバイスが「Device List」（デバイスリ

スト）パネルに一覧表示されます。 
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4. リストからデバイスを選択すると、デバイスの詳細が「Device Description」（デバイス説明）パネ

ルに表示されます。デバイスを選択後、「Next」（次へ）ボタンをクリックし、アップグレードを開

始します。 

 

ユーティリティーの 「Check Firmware Version」（ファームウェアバージョンを確認する）にチェ

ックが入っている場合は、デバイスのファームウェアのバージョンと、ダウンロードされたファー

ムウェアのバージョンを比較します。もし、インストールしようとしているファームウェアのバージ

ョンのほうが古い場合、インストールを続行するかどうかの選択を促されます。 

 

「Check Firmware Version」（ファームウェアバージョンを確認する）にチェックが入っていない

場合は、ユーティリティーはバージョンの比較を行わず、アップグレードを実行します。 

 

アップグレードの処理内容がメッセージパネルに表示され、進行状況はプログレスバーにて表

示されます。 
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アップグレード成功 

 

アップグレードが完了すると、画面にてアップグレードが成功したことを表示します。 

 

 

「Finish」(完了)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閉じてください。 

 

 そうしたら、p.18「接続図」を参考にしながら、再度ハードウェアのセットアップを行ってください。 

 

アップグレード失敗 

 

アップグレード完了ダイアログが表示されなかった場合、アップグレードに失敗したことを意味し

ます。この場合は、次のページに記載されている手順で、ファームウェアアップグレードのリカバリ

ー作業を行ってください。 
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ファームウェアアップグレードのリカバリー 

 

下記の状態ではファームウェアアップグレードのリカバリーが必要です。 

 

 ファームウェアアップグレードが手動で中断された場合 

 メインボードのファームウェアアップグレードに失敗した場合 

 I/O ファームウェアのアップグレードに失敗した場合 

 

 ファームウェアアップグレードのリカバリーを行うには、下記の手順に従って操作を行ってくださ

い。 

1. コンピューターに接続されている KVM ケーブルの USB コネクターを外してください。 

2. CS261 に電源を入れてください。この操作で、元々のファームウェアで動作するようになりま

す。 
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付録 
 

製品仕様 

 

コンピューター接続数 

最大 1 

コンソール接続数 

ローカル 2 

コンピューター側対応インターフェース USB 

コンソール側対応インターフェース USB 

コンソール選択 プッシュボタン、ホットキー※、RS-232 

コネクター 

KVM ポート キーボード/マウス：USB タイプ B メス×1 

モニター：DVI-D メス×1 

スピーカー：ステレオミニジャック×1 

マイク：ステレオミニジャック×1 

コンソールポート キーボード：USB タイプ A メス×2 

マウス：USB タイプ A メス×2 

モニター：DVI-D メス×2 

スピーカー：ステレオミニジャック×2 

マイク：ステレオミニジャック×2 

RS-232 RJ-11×1 

電源 DC ジャック×1 

スイッチ 

モード選択 プッシュボタン×1 

リセット ピンホール型スイッチ×1 

DIP 4 ピン×1 

LED 

選択 グリーン×2 

手動 オレンジ×1 

(表は次のページに続きます) 
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解像度 最大 1080p、1,920×1,200 

電源入力 

電源アダプター 型番：0AD8-0005-26EG または 0AD8-0005-26MG 

入力：AC100～240V 50/60Hz 

出力：DC5V 2.6A 

消費電力 4.7W 

動作環境 

動作温度 0～50℃ 

保管温度 -20～60℃ 

湿度 0～80% RH、結露無きこと 

ケース 

ケース材料 メタル 

重量 0.65 kg (1.43lb) 

サイズ(W×D×H) 200×76×42 mm 

同梱品 KVM ケーブル（1.8m、型番：2L-7D02U）×1 

電源アダプター×1 

クイックスタートガイド×1 

ユーザーマニュアル（英語）×1 

注意 ※ オートモードを有効にした場合、ホットキーでコンソー

ルの選択はできません。ホットキーはコンソールの操作権

限の取得後にご利用いただけます。 
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CS261 の工場出荷時におけるデフォルト設定 

 

設定 デフォルト値 

モード選択 オートモード 

モード切替 [Scroll Lock] [Scroll Lock] 

ホットキーセッティングモード起動 [Num Lock] + [-] 

タイムアウト 5 秒 

スクリーンセーバー 1 分 

EDID モード Remix モード 

キーボード操作プラットフォーム PC 互換 

キーボード言語レイアウト 英語 

ブザー 有効 

ファームウェアアップグレードモード 無効 
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操作モード 

 下表は、CS261 で提供されている 2 種類の操作モードとその設定オプションについて説明してい

ます。各設定におけるアクティブユーザーと非アクティブユーザーの状態、またユーザーの切替方

法に関する詳細についても記載されています。 

 

操作モード 設定 
アクティブ 

ユーザー 

非アクティブ 

ユーザー 
切替 

オートモード デフォルト 先着順 キーボードやマウスを操

作すると、システムが権

限ユーザーによって使用

中であるというメッセージ

が表示されます。 

権限ユーザーが非アク

ティブ状態になるまで待

機してください（デフォル

トのタイムアウト：5 秒）。 

プ ラ イ ベ

ートモード 

既定のコンソ

ール *が非ア

クティブ**であ

る限り、先着

順 

コンピューターのビデオ

出力を参照したりオーデ

ィオ出力を聞いたりする

ことができません。 

2 秒以内に[Shift]キーを

6 回押すことで、既定の

コンソールが排他的に

操 作 す る こ と が で きま

す。この操作を再び行う

と、システムをデフォルト

のオートモードに戻しま

す。 

マニュアル 

モード 

C1（コンソ

ール 1）モ

ード 

コンソール 1

はコンピュー

ター***に対し

て 排 他 的 に

アクセス 

コンソール 2 のキーボー

ドやマウスを操作すると、

システムがコンソール 1

によって使用中であると

いうメッセージが表示さ

れます。 

[Scroll Lock]キーを 2 回

押すと、C2 モードに切り

替えます。 

C2（コンソ

ール 2）モ

ード 

コンソール 2

はコンピュー

ター***に対し

て 排 他 的 に

アクセス 

コンソール 1 のキーボー

ドやマウスを操作すると、

システムがコンソール 2

によって使用中であると

いうメッセージが表示さ

れます。 

[Scroll Lock]キーを 2 回

押すと、C1 モードに切り

替えます。 
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注意： 1. 既定のコンソールを選択する方法に関する詳細は、p.24「DIP スイッチ設定一

覧」をご参照ください。 

2. 2 秒以内に[Shift]キーを 6 回押すことで、既定のコンソールを有効にし、排他

的に操作することができます。 

3. コンピューターを操作するユーザーが次のホットキーを入力することで、もう一

方のユーザーはコンピューターのビデオ出力を参照したりオーディオ出力を

聞いたりすることができなくなります。 

[Num Lock] + [-], [D] 
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トラブルシューティング 

 

現象 考えられる原因 対処法 

KVM ケーブルをホットプ

ラグすると、モニターに

何も表示されなくなる。 

DVI グラフィックカードが

ケーブルのホットプラグ

に対応していない可能性

があります。 

システムで使用しているすべてのデバイスの

電源を切った後、CS261 の電源を切り、KVM

ケーブルがすべて正しく接続されていること

を確認してください。そうしたら、CS261 の電

源を入れ直し、コンピューターの電源を入れ

てください。 

グラフィックカードのドライ

バーが最新でない可能

性があります。 

グラフィックカードのドライバーを最新のもの

にアップグレードしてください。 

マウスやキーボードを操

作しても反応がない。 

CS261 をリセットする必要

があります。 

システムで使用しているすべてのデバイスの

電源を切ったら、CS261 の電源を切ってくだ

さい。その後、5 秒以上経ってから、CS261 に

電源を入れなおしてください。 

[Scroll Lock]キーを 2 回

押してもポートが切り替

わらない。 

キ ー ボ ー ド が [Scroll 

Lock]キーによる起動に

対応していない可能性が

あります。 

ホットキーセッティングモードの代替キーを使

って切り替えてください。詳細については、

p.27「ホットキーセッティングモード一覧」をご

参照ください。 
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