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【必ずお読みください】ご注意  
当ガイドは製品マニュアルの補⾜を⽬的に作成しており、「開梱から使⽤開始するまでのセット
アップ」のガイドとして作成しています
詳細の⼿順を割愛していますため、⼿順詳細の確認をされたい場合は、製品マニュアルをご参照
ください
弊社製のKVM製品やマニュアルは、予告なく仕様変更などが⾏われます
弊社では、製品に対しての技術サポートの提供は最新版のファームウェアでのご利⽤が前提とな
ります。過去バージョンの機器で発⽣している問題・障害に対してはまず最新でのアップグレー
ドを実施してからご確認ください
仕様変更によって、最新のハードウェアでは過去バージョンのファームウェアに書き換えを⾏え
が出来ない、強制的に⾏った場合に製品が動作不能になるおそれがございます。弊社では同製品
内の過去互換性についてはサポート外となりますため、ご理解頂きますよう何卒お願い申し上げ
ます
ご利⽤から3年以上経過した製品については、仕様変更に伴い最新のファームウェアはご利⽤頂
けない可能性がございます。この経過した製品への技術サポートの提供は不可となります。この
場合に対しては、製品がアップグレードが出来るまでのバージョンへ上げてから、動作確認を⾏
ってください。もし、改善が⾒られなかった場合は、製品リプレースでの解決による⽅法をご検
討いただきますようお願い申し上げます
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当マニュアル内での表現について  
便宜上、以下のモデルをまとめて「KNxxVA」と表現しています

KN2116VA
KN4116VA
KN2124VA
KN4124VA
KN1132V
KN2132VA
KN4132VA
KN8132V
KN2140VA
KN4140VA
KN4164V
KN8164V

これらのモデルはOSDならびに基本機能、設定⽅法がほぼ共通しているため、当マニュアルで読
みかえてください

 

次に、以下の製品はまとめて「コンピューターモジュール」と表現しています

KA7120
KA7130
KA7140
KA7166
KA7168
KA7169
KA7170
KA7175
KA7176
KA7177
KA7178
KA7188
KA7189

これらの製品は、サーバーに取り付けてKNxxxxVAにストレート配線のLANケーブルで接続する
ためのアダプターです

 

そして、以下の製品はまとめて「コンソールモジュール」と表現しています

KA8270
KA8278
KA8280
KA8288

これらの製品は、リモートからLANでKNxxxxVAにアクセスしてコンピューターモジュールに接
続されたサーバー、ワークステーションを閲覧、操作するための機器です
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箱を開けてからの、セットアップの流れ  
以下の流れでの準備を⾏ってください

 

1. 本体のバージョンの最新化
2. コンピューターモジュールの最新化
3. 設定確認
4. 電源投⼊

 

※本体/モジュールのバージョンの最新化について  

弊社製のKVM製品は製造時では最新のファームウェアを搭載した状態で出荷されますが、物流な
どの要因によってお客様のお⼿元に届く前に、更なる最新版が公開がされているおそれがござい
ます。そのため、実際に構築・利⽤する前に必ず最新版か確認を⾏ってから、構築を⾏ってくだ
さい

 

※ファームウェアアップグレードの流れ  

KNxxxxVA本体はリモート端末からのアクセス、またはコンソールモジュールからアップグレー
ドが可能となります。ローカルコンソールからKNxxxxA本体にUSBメモリを挿してアップグレー
ドを⾏う、という⽅法は対応していないため、ご留意ください

 

ファームウェアアップグレード⽤のアプリケーションを弊社の製品ページから最新バージョンを
ダウンロードします

https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/KN2116VA

上記URLの末尾にある製品型番を書き換えることで、各製品ページへアクセスできますため、必
要に応じて書き換えてアクセスしてデータをご⼊⼿ください
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アップデートの準備  
ここからKN2116VAを例に使⽤してアップデート⽅法を紹介します。KNxxxxVAは同じ⽅法でア
ップグレードができるようになっております
製品ページの「サポートとダウンロード」から最新版のファームウェアをダウンロードしてくだ
さい
(※以下は2020年4⽉2⽇時点のスクリーンショットとなります)
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KNxxxxVA本体をアップグレードする  
前ページで⽤意したファイルを元に、以下を読み進めてください
詳細の⼿順は製品マニュアルの「Main Firmware Upgrade」を併せて参照してください

https://assets.aten.com/product/manual/jp-manual/EN/kn2116va_kn2124va_um_w_2019-05-06_1.
pdf

製品マニュアルは予告なく更新が発⽣することがございます。その場合は、製品ページの「サポ
ートとダウンロード」から新しいマニュアルにてご確認ください

 

KNxxxxVAのIPアドレスは⼯場出荷設定で以下の通りとなります。リモートアクセスするPCを以
下と同じネットワークセグメントに設定してからアクセスしてください

IPアドレス:192.168.0.60
サブネットマスク:255.255.255.0

リモートPCのInternetExplorerでアクセスする場合はまず、URLでアクセスすると以下の警告画
⾯が表⽰されます。これはブラウザのセキュリティ仕様により表⽰されます

「このサイトの閲覧を続⾏する(推奨されません)」をクリックします

このリンクが表⽰されない場合、リモートPCのセキュリティーポリシーやセキュリティウ
ェアによってアクセスできないように制限されているおそれがあります。その場合はネット
ワーク管理者へご確認ください。

クリックするとログイン画⾯が表⽰されますので、KNxxxxVAにログインしてください
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KNxxxVAの初期設定では以下の通りとなります

username: administrator
パスワード: password 

ローカルコンソールも同じUserName、パスワードとなります

v2.0.197以降のバージョンで初回起動時は、仕様変更により以下のようにパスワード変更を求め
られるため、任意のパスワードへ変更してください。

ログイン後、画⾯右上の「?」マークをクリックすることで、KNxxxxVAのバージョン確認が可能
です。



もし、本体と最新版のバージョンが同じである場合は、この作業は割愛できます

※参考・ローカルコンソールで確認する場合は、画⾯右下の表⽰から確認が出来ます

 

ログイン後、「Maintenance > メインファームウェアのアップグレード」にて、
「KNAll_in_one_V2.0.197.release.20191106.CSF」のようにダウンロード時のZipファイルから
解凍した新バージョン向けファームウェアのファイルを参照し、「ファームウェアアップグレー
ド」ボタンを押してください
アップグレードは⽬安として15〜20分程度掛かります

 



 

アップグレード完了後、⾃動的にKNxxxxVAは再起動をしたら完了します
再起動は⽬安として起動から再びアクセス可能になるまでに約2〜3分程度掛かります



コンピューターモジュールをアップグレードする  
KNxxxxVAのアップグレードが完了したらKA7170、KA7175などサーバーのVGA、DVI、HDMI、
DisplayPortやUSBコネクタに取り付けて、KVMに接続するためのコンピューターモジュールの
アップデートを⾏います

コンピューターモジュールはサーバー側のUSBコネクターから給電されて起動するようになって
います。この時には⼀時的に起動しているサーバーにUSBコネクターを取り付けて給電させる
か、スマートフォン⽤のUSB充電アダプターに接続し、⼀時的に給電された状態でアップグレー
ドを⾏ってください
KA7168など「⿊+紫」のUSBコネクター2つを持つコンピューターモジュールは、2つのUSBコネ
クター両⽅に給電を⾏った状態でアップグレードを⾏ってください

KNxxxxVAにリモートからログインして、「Maintenance > アダプタをアップグレードする」に
て、KNxxxxVAに接続しているコンピューターモジュールがオンラインになっているか確認して
ください

この⼀覧の「ファームウェアバージョン」に記載されている数字が、各コンピューターモジュー
ルの現在のバージョンとなります。更新中、更新直後によってはこの数値が変わらない事がござ
いますがその場合、Port Accessなど別ページに画⾯を切り替えてから再度、このページに切り
替えてバージョンの数字が更新されているかご確認ください
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コンピューターモジュールの対応バージョンを確認する  

「アダプタファームウェア情報」ボタンを押すことでKNxxxxVAに対応するコンピューターモジ
ュールのバージョンを確認できます

「モジュールファームウェア」の⼀覧に記載されているバージョンと同じであれば、ここの作業
は割愛できます
この⼀覧よりもコンピューターモジュールのバージョンの数字が新しい場合がございますが、も
しKNxxxxVA本体が最新バージョンでお使い頂いている場合であれば、そのままご利⽤いただけ
ますのでアップグレード作業は不要となります
「モジュールファームウェア」の⼀覧に記載されているバージョンよりも古い場合であれば、次
の⼿順でアップグレードを⾏ってください
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対象のコンピューターモジュールを選択してから、「アダプタをアップグレードする」ボタンを
押して、更新を⾏います
1台あたりの更新は⽬安として、1〜2分程度の時間が掛かります

アップグレードが完了し、「Upgrade succeeded.」とメッセージが表⽰されたら完了です

もしも、この時に失敗した場合は、コンピューターモジュールがサーバーなどにUSBコネクター
がしっかり接続されているか、抜き差しして確認した後に再度、アップグレードができるかをお
試しください

もしそれでも失敗する場合は、製品マニュアルの「Firmware Upgrade Recovery」の項⽬
を読みながらリカバリーモードでの復旧(強制的なデータ上書きによる復旧)を試みてくださ
い



KNxxxxVAのモニター設定  

KNxxxxVAに接続しているモニターから情報が取得できるか確認する  

「ディスプレイ情報」のボタンをクリックしてください
正しく読み取れた場合は、以下のようなメッセージが表⽰されます(KN2116VAのVGA出⼒に弊社
製ドロワーCL3800Nを接続した時の例となります)

もし、意図的にモニターを接続していない場合や、モニターとの通信が失敗した時には以下のメ
ッセージが表⽰されます

KNxxxxVAはモニターを接続せずにご利⽤いただけるようになっておりますが、もしもモニター
を接続しても失敗する場合は、以下をお試しいただきデータが取得できるかご確認ください

VGAケーブルを交換する
別のメーカー、型番のモニターに交換する(古いモニターなどではお使い頂けない場合
がございます)

確実にVGAケーブルのケーブルが接続されているか、またコネクタに緩みがないか、改め
て抜き差しをして確認を⾏ってください
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解像度情報(EDID)取得の設定  

モニター情報を各コンピューターモジュールに記憶させます。この作業を⾏わなかった場合、以
下のような問題が発⽣する事がございます

リモートでは問題なく表⽰できるが、KNxxxxVAに接続しているモニターだけ画⾯が
表⽰できない
解像度変更が出来ない
KNxxxxVAに接続しているモニターで画⾯位置が調整できないほど、位置ずれが発⽣
する

コンピューターモジュールを選択してから、「モジュールのディスプレイ情報をアップデートす
る」ボタンを押してください

ここで、コンピューターモジュールに記憶させる解像度情報を選択し、「更新」ボタンを押して
設定します
KNxxxxVAは主にエンタープライズ向けサーバーで使⽤されることを想定しているため、サーバ
ー市場で広く使⽤されている解像度1024x768を最初に表⽰を試みる解像度として、選択される
ようになっていますが、プルダウンメニューから選んで変更できます
使⽤するべき解像度が不明な場合はサーバー⽤ビデオカードドライバーや液晶モニターでも対応
していることが多い、汎⽤的な解像度である「1280x1024」「1024x768」「800x600」の中か
ら選択することをおすすめします
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モニターをKNxxxxVAに接続しないで利⽤する場合、KNxxxxVA内蔵している解像度情報データ
をコンピューターモジュールに書き込みます
画像では、KNxxxxVAにモニターを接続していないためKNxxxxVAに内蔵しているデータを書き
込むためのデータとなります

「Use Monitor Default setting」の項⽬はモニターがKNxxxxVAに接続されている場合、モニタ
ーの解像度情報にある最初に表⽰を試みる解像度となります。モニターを接続している場合は、
以下のような表⽰に変化します(以下はKN2116VAのVGA出⼒に弊社製ドロワー、CL3800を接続
した時の結果となります)

もしサーバー起動時に、最初に表⽰を試みる解像度設定をMonitor Default Settingではなく、特
定の解像度に指定したい場合は、このメニューから「1024x768@60」など任意の項⽬を選択し
[更新]ボタンを押してください

 



電源投⼊  

設定が完了してから、⼀度KNxxxxVAの電源を落とし、以下の順番で電源を投⼊してください

1. モニター
2. KNxxxxVA本体
3. サーバー

この順番を守らず、ブレーカーやUPSなどの電源⼀⻫⽴ち上げをした場合、サーバーがKVM経由
でモニターの解像度情報を取得できず、映像が表⽰できないおそれがあります

 

これでKNxxxxVAの基本的なセットアップは完了です
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増設の流れ  
KNxxxxVAが対応するバージョンよりも新しいコンピューターモジュールを増設する場合は、最
初に必ずKNxxxxVA本体を最新版にファームウェアアップグレードを⾏ってから増設を⾏ってく
ださい

アップグレード作業を⾏わずに接続した場合は、以下の問題が発⽣する事がございます

コンピューターモジュールが認識されない
画⾯が表⽰されない
キーボード/マウスが反応しない

アップグレード⽅法については、同ページの「KNxxxxVA本体のファームウェアをアップグレー
ドする」以降をご参照ください

コンピューターモジュールのバージョンとKNxxxxVAのバージョンが対応した組み合わせか確認
する場合はこちらをご確認ください

コンピューターモジュールよっては、製品ページの更新が遅れているために、KNxxxxVAのファ
ームウェアに収録されているものより最新版よりも新しいバージョンが導⼊されているものが、
まれにございます。この場合は、KNxxxxVA本体のファームウェア最新版であれば動作すること
を確認しておりますため、そのままご利⽤ください

 

既存のコンピューターモジュールを利⽤し、新規にKNxxxxVAを購
⼊した場合

 

IT資産のリプレースなどにより、コンピューターモジュールを継続して使⽤し、KVM本体だけ
KNxxxxVAにリプレースした場合は、新規でKNxxxxVAを購⼊した際の流れを元にセットアップ
を⾏ってください。また誠に恐れ⼊りますが、ご購⼊から3年以上経過しているコンピューター
モジュールは内部メモリの変更などの仕様変更からハードウェア上の互換性が喪失し、ファーム
ウェアアップデートが出来ないケースがございます。この場合は、新規でコンピューターモジュ
ールをご⽤意いただきますようお願い申し上げます
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リモートからアクセスする  
KNxxxxVAはPCや専⽤コンソールモジュールを使⽤して、遠隔地からLANを通じてアクセスし、
サーバーの画⾯表⽰や操作が可能です。その時、画⾯表⽰操作をするためには専⽤ビューワーア
プリ「WinClient」または「JavaClient」が必須となります

 

WinClient / JavaClientの違い  
WinClientはWindows向けに開発されたアプリ、JavaClientはMacやLinux向けのアプリとなりま
す

WinClient / JavaClientは細かく分けると以下の種類があります

IEのActiveXにて動作するWinClient(ブラウザから起動)

IE以外のブラウザにて起動するJavaClient(ブラウザから起動時にJavaRunTimeを使⽤
して起動)

EXE形式アプリとして動作するWinClient(管理ページからダウンロードしてから使⽤)

LUCポート(USB接続)専⽤WinClient(LUCで接続した時に使⽤できるストレージで
使⽤)

jar形式アプリとして動作するWinClient(管理ページからダウンロードしてから使⽤)

特別な制限がない限りは「ブラウザから起動するWinClient」または「アプリ版のWinClient」で
のご利⽤を推奨します

af://n402
af://n407


WinClient / JavaClient⼊⼿⽅法  

ブラウザ版WinClientを起動させる  

ブラウザ版WinClientを利⽤するため、専⽤のActiveXアドオンをリモートPCにインストールしま
す
InternetExplorerを管理者権限で起動させてからログインを⾏ってください

「Port Access」から任意のポートの「接続」ボタンを押してください
ポップアップが表⽰され、弊社表記のアドオンをインストールすることを求められるので「許
可」ボタンをクリックしてください

この後は、リモートPCの環境によっては「object not found」とポップアップにエラーメッセー
ジが表⽰されるだけでアプリが起動しないことがあります。この場合は⼀度KNxxxxVAの管理画
⾯からログアウトしてからブラウザを閉じ、再度ブラウザを⽴ち上げてから、PortAccessより
「接続」ボタンを押し起動を⾏ってみてください

アプリの起動が成功すると以上のような接続先のサーバーの画⾯が表⽰されます
画⾯中央上に表⽰されているアプリ⽤のメニューは、マウスカーソルを画⾯中央上に近づけると
表⽰します
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exe版WinClientを起動させる  

ブラウザからアクセスし、上メニューの「Download」をクリックして「Windowsクライアント
アプリケーションのダウンロード」からWinClient.exeをリモートPCの任意のフォルダに保存し
てください
このファイルをダウンロードする場合はFirefox、chromeなどの⾮IE系ブラウザでも実施できま
す

WinClient.exeを実⾏するとWindows10環境では以下のような警告が表⽰されることがありま
す。その場合は、「詳細情報」をクリックしてください

「詳細情報」が表⽰されない場合、リモートPCのセキュリティーポリシーやセキュリティウェア
によってアクセスできないように制限されているおそれがあります。その場合はネットワーク管
理者へご確認ください

「実⾏」を押して起動します

正常に実⾏されると中央のリスト表⽰で弊社製品がリスト表⽰されます。「Name」にて表⽰さ
れている型番をダウンクリックします
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ログインに必要なUserNameとパスワードを⼊⼒し、「OK」ボタンを押します

ログインが成功すると「Switch to remote view」ボタンがアクティブになるので、このボタンを
押します



これで、ブラウザからログインせずにKNxxxxVAへアクセスできるようになりました。左ペイン
の接続しているポートの「 」のアイコンをダブルクリックすると、接続先の画⾯にアクセス
できます

操作中のサーバーの画⾯からこのメニューに戻る場合は、画⾯中央上のメニューから「 」

を押すか、キーボードの[Scroll Lock]キーを2回押して、画⾯左上に表⽰される簡易メニュー「

」を呼び出し、「 」をクリックすると戻ることが

できます



JavaClientの起動⽅法  
※注意・Javaについては、2019年4⽉から変更された使⽤ライセンスポリシーにおいて商⽤利⽤
した場合はOracle社へのライセンスの⽀払いが発⽣するように変更されました。そのため、ご利
⽤に注意が必要です

Oracle社とのライセンス契約について不明な場合はネットワークやIT資産管理者の⽅に確認を⾏
って使⽤するべきか確認を⾏ってください。もしこれらのJavaに関しての知⾒が無い場合は、リ
モートPCをWindows環境+WinClientを利⽤することを強く推奨します

以下は、使⽤する場合の⼿順となります

リモートPCにJavaRunTimeEditionをインストールし、リモートの環境にてjavaのbinフォル
ダをOSの環境変数に登録を⾏ってください

弊社ではJavaの無料ライセンスでは最終となるversion8 update201で動作を確認して
おります
OpenJDKは動作⾮対応となります

jnlp形式のファイルは、リモートPCのJava/binフォルダ以下のjavaws.exe(Java webstart)か
ら開くことで起動できます

jar形式のファイルは、Windowsだと「ファイル名を指定して実⾏する」、MacやLinuxから
はターミナルより以下のコマンドを⼊⼒して起動できます

java - jar javaclient.jar
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その他、主に使⽤される設定や製品概念につ
いて

 

 

各アカウントの権限設定について  
KNxxxxVAは、3種類のアカウントの種類があり、基本の機能+設定にて権限許可のカスタマイズ
ができます

スーパーアドミニストレーター: 全ポートへのアクセス(オフラインのポートの確認も
可能)、全機能の設定変更の権限(設定変更による制限不可)
アドミニストレーター: ユーザー権限をベースに⼀部設定変更権限が付与
ユーザー: 許可されたポートへのアクセスとビューワアプリのダウンロード

⼀般ユーザー/アドミニストレーターは権限の特徴から、アクセス許可されていないポートか、
サーバーがシャットダウンしているかの判別は出来ないようになっています

⼀般ユーザー/アドミニストレーターアカウント作成時の注意点  

⼀般ユーザー/アドミニストレーターはアカウント作成時には、各ポートに対してのアクセス権
限は全く付与されていない状態で作成されます。そのため、以下の「許可」の項⽬にて機能権限
について確認した後に、「デバイス」をクリックしてください

このアクセス権限の設定は、KNxxxxVAとコンピューターモジュール両⽅に保存されます。その
ため設定を変更する場合はコンピューターモジュールがオンライン(USB接続などで電源が⼊って
いる)状態で⾏ってください

下図では、ポート1だけがオンラインになっているので、ポート1だけの設定ができます
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各ポートに対しては、以下のような権限設定が可能です

アクセス: 「画⾯表⽰+キーボードマウス操作」、「画⾯表⽰のみ」、「権限なし」

USB:  バーチャルメディア使⽤時の設定。「読み書き機可能」「readのみ」「権限
なし」

「read」のみはマウントしたメディアがread onlyとなり、コンピューターモジ
ュールに接続しているサーバーから、バーチャルメディアにデータを書き込めな
い、という意味になります

設定: 「Port Access>ポート設定」へのアクセス権限。コンピューターモジュールの
同時アクセス権限の設定などが可能

PON: (2020年現在、⽇本市場向けでは使⽤されていないレガシー機能で、設定不要
です)

設定が完了したら、画⾯右下の「保存」ボタンを押してください



同時アクセス時の権限設定について  
KNxxxxVAは複数のユーザーが同時に同じサーバーを操作、画⾯表⽰ができる設計になっている
ため、同時にアクセスした時のユーザーの権限についての設定があります
「Port Access > (左ペインのKNxxxxVA型番) > ポート設定」とクリックすると、同時アクセス時
の権限について設定が出来ます。各ポートの設定を選択したら、右下の保存ボタンを押してくだ
さい

アクセスモードは3種類あります

共通(Share): 複数のユーザーが同時に画⾯表⽰、操作ができます。そのため、いつ
でも操作が出来ますが同時に複数ユーザーが操作した場合に誤操作が発⽣するおそれ
があります
占有(Occupy): 複数のユーザーが同時に画⾯表⽰できますが、早い者勝ちで最初に
⼊⼒操作した⼈が権限を取得します。そして上記スクリーンショットの「タイムアウ
ト」の秒数で設定した時間無操作でいると、権限が解放され再度操作した⼈が権限を
取得します
排他(Exclusive): 最初にアクセスした⼈だけが権限を取得し画⾯表⽰、操作ができ
ます。そして、セッションを終了するまで他のユーザーがそのポートにアクセスした
時には、⿊画⾯かつ左上に「Other user occupied(他ユーザーが占有しています)」の
メッセージが表⽰されます
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「バス」の概念  
KNxxxxVAシリーズなどの製品では、「バス」とは「サーバーへアクセスする経路」を指します

KNシリーズは製品型番の「千の位」がリモートユーザーが同時にアクセスできるバスの数を意
味しています。KNxxxxVAは、最⼤で同時に32⼈のリモートアクセスに対応しており、各製品に
よって同時にアクセスできるバス数が以下のように異なります

KN8132v: ローカルコンソール:1バス、 リモートユーザー:8バス

KN4132v: ローカルコンソール:1バス、 リモートユーザー:4バス

KN2132v: ローカルコンソール:1バス、 リモートユーザー:2バス

KN1132v: ローカルコンソール:1バス、 リモートユーザー:1バス

KH1508AiやCS1708iなどのエントリーモデルは、ローカル/リモート合計で1バ
ス使⽤可能です

このため、以下のような使い⽅ができます

更に、リモートユーザーは複数のバスを使⽤する事が可能です。以下のように、「リモートユー
ザーが4バス分使⽤して複数台のサーバーを同時に監視。ローカルユーザーは1バス分使⽤して別
のサーバーを監視」という⽅法も可能です
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FAQ  
以下の記事以外にも、弊社技術サポートサイト「eSupport」では随時FAQを公開しているため、
併せてご参照ください
検索ワードには問題に関する単語の他にも、型番⼊⼒での検索にも対応しています

https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/list.do?lang=ja_JP

 

対応するOSを知りたい  
KNxxxxVAシリーズが対応しているサーバーOSは製品マニュアルに記載がございますため、ご確
認ください。マニュアルでは基本的にOSに起因する問題が無いということで掲載をしています

また、これらのOSなどについては別途専⽤のデバイスドライバーは不要でOSに組み込まれてい
るドライバーにて動作することを確認しています

OSの動作は確認していても、実際に利⽤するサーバーのUSBチップセットドライバーなどによっ
て組み合わせ上の相性問題が発⽣するおそれがございます。以下の⽅法にて改善されるかお試し
ください

サーバー側のUSBチップセットドライバーを最新バージョン、または過去バージョンに変更
する

 

ログインできない  
初期設定でusernameは「administrator」passwordは「password」と登録されています

セキュリティの観点から、この製品ではログイン画⾯の省略はできません

セキュリティの設定にてパスワードの意図的な無効化は出来ますが、ログイン画⾯は必ず表
⽰されます

また、2020年1⽉からアメリカ合衆国カリフォルニア州にて施⾏されたIoTセキュリティ法に準拠
するため、v2.0.197より初回ログイン時にデフォルトパスワードの変更が必要になるよう変更を
⾏っております

スーパーアドミニストレーターのパスワードを忘れてしまった場合は、本体設定を初期化するこ
とで復旧が可能です。詳細の⼿順は製品マニュアルの「Clear Login Information」をご参照くだ
さい。この作業をする際にジャンパーピン(PCで広く利⽤されているサイズである、ピッチ
2.54mm)が1つ必要となります

この初期を⾏う時は必ずKNxxxxVAの設定バックアップを作成してから、実施してくださ
い。初期化後、バックアップしたデータをレストアする時にアカウント情報以外を復旧させ
ることで設定を保持したまま、アカウント設定のみを初期化させることができます。またレ
ストアはリモートアクセスからでのみ実施できます

 

コンピューターモジュールがオンラインにならない  
コンピューターモジュール本体の側⾯にあるスイッチが「RECOVER」になっていないかご確認
ください。復旧させる⽅法は、⼀度コンピューターモジュールをサーバーから取り外し、電源を
オフにしてから「NORMAL」の位置に合わせてサーバーを接続してください
コンピューターモジュールのバージョンが古く、KNxxxxVAから認識されない場合はコンピュー
ターモジュールをリカバリーモードにて、ファームウェアを書き込んでから認識できるかお試し
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ください。詳細⼿順は製品マニュアルの「Firmware Upgrade Recovery」の項⽬をご参照くださ
い

 

KA7168 / KA7169がオンラインにならない  
コンピューターモジュールによっては、サーバー側にUSBコネクター(⿊/紫⾊)を2つ挿す製品が
ございます。これらは2つ同時に接続してご利⽤頂くことを前提に設計されています。そのた
め、両⽅がしっかり接続されているか再度抜き差ししてご確認ください
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サーバーが起動したままでもセットアップして利⽤できる
か?

 

コンピューターモジュールの各コネクターによって可能/不可となります

USBコネクタでの挿抜は⼀般的なキーボードマウス、他デバイスとWindowsOS上では専⽤
ドライバが不要なUSBデバイスとして認識されるため、セキュリティの制限を掛けていない
場合であれば、そのままご利⽤いただけます
PS/2コネクターはホットプラグに挿抜に対応していないため、コネクターを外すと再度接
続してもそのデバイスを再認識できず、サーバー側の再起動が必要となります
VGAのコネクターはサーバー側の仕様によりますが、例えばHPE製Gen10サーバーでは、サ
ーバーの起動時にしかモニター情報を取得しない、というような挙動が発⽣します。そのた
め、サーバーが起動している状態でVGAコネクターを接続してもモニターに表⽰する映像が
⼤きくずれる、「Out out range」など⼀時的に⾮表⽰になっていまう可能性があります

RS232のコネクターはホットプラグに挿抜に対応していないため、アップグレードなどによって
コンピューターモジュールまたはシリアル機器内のバッファメモリーのごみデータによって⼀時
的な⽂字化けが発⽣することがあります。この場合は、シリアルケーブルの挿抜とサーバー側の
再起動が必要となることがあります

 

モニターの解像度が変更できない  
既知の問題として、Debian5.0系のOSはプログラム上、モニターの解像度情報を再取得が出来な
いことを確認しています(xrandrコマンドの初期バージョンではEDIDの再取得が出来ないため)。
この問題からサーバー構築時のモニターと異なるモニターを接続した場合に画⾯が正しく表⽰で
きない、改造度変更が出来ないといった問題を確認しています
サポート外の参考情報となりますが、同様にWindowsVistaSP1以前のWindowsOSでも、EDIDの
概念が実装されていない製品となるため、現⾏のハードウェアやKVMと組み合わせた時に解像度
変更、表⽰位置が合わないなどのケースがあることを確認しております
この場合はの対策は、サーバーセットアップ時に使⽤したモニターをそのまま利⽤する、コマン
ドプログラムの更新などを⾏って再取得ができるような環境構築をされることを推奨します

 

地デジチューナーやブルーレイプレイヤーを繋いで利⽤で
きるか?

 

KA7168などを組み合わせてもご利⽤いただけません。KA7168などはHDCP⾮対応機器であり、
著作権保護コンテンツが再⽣された場合は⿊画⾯または砂嵐による保護機能が動作するようにな
っております
同様にWindowsなどのPCでのHDCP機能が動作するDVDやBlu-rayコンテンツの再⽣も⾮対応と
なります

 

再起動を繰り返すようになってしまった  
環境にもよりますが、3年以上使⽤していて以下の状況が該当している場合、本体電源部の経年
劣化によって起動できなくなっているおそれがあります。この場合は修理でのご対応となります

再起動を繰り返す
この間にモニター画⾯に何も表⽰されない
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電源ONのあいだ、ずっとビープ⾳が本体から「ビー」と鳴り続けている

 

既知の問題・HPE製Gen10サーバーで画⾯が表⽰されない
問題について

 

HPE製Gen10サーバーなどで、過去のバージョンによって画⾯が表⽰されない問題が確認されて
います。問題の詳細については、下記URLをご参照ください

https://www.aten.com/jp/ja/supportcenter/support-info/si180420/

https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=6601

 

この問題については、既にHPE製サーバーのsystem ROM/iLO Firmwareをv1.40以降へアップグ
レードし、「VGA Port detect Override」の項⽬を有効にすることで解決が確認されています
サーバーのアップグレードが出来ない状況の場合は、弊社別売のGen10サーバーの表⽰問題に対
して専⽤変換アダプタである「2A-140G」を取り付けることで解決を図ってください

 

KVM本体のVGA出⼒とDVI-D出⼒を同時に使⽤できるか?  
同時に使⽤できません
使⽤する場合は、1台のモニターのみをKNxxxxVAに接続してください。またモニターは出来る限
り変換ケーブルやコンバーターなどを接続せずにモニターに直接接続してください。映像が映ら
ないなどの問題の原因となることがあります

 

KA7169のDisplayPort接続で、映像が映らない  
既知の問題で、Skylake(第6世代)、KabyLake(第7世代)にて使⽤されるオンボードグラフィック
(HD Graphics630)側の映像の信号品質が劣化している個体があり、表⽰できないケースがあるこ
とを⽇本含め複数国で確認しています
この問題の回避⽅法としては弊社製VC925などのDisplayPort-VGA変換アダプターでVGAに変換
した後にKA7170やKA7176などのコンピューターモジュールで回避できることを確認しています

 

Windows7でWinClientが起動できない  
Windows7のIE8環境はサポート終了となり、このリモート環境ではブラウザからのアクセスでは
起動は出来ません。2020年4⽉時点ではKNxxxxVAの最新ファームウェアではWindows8以降の
IE11が動作対象となります
Windows7環境でWinClientを使⽤する場合は、FirefoxやChromeなどのブラウザからアクセス
し、Downloadをクリックして「Windowsクライアントアプリケーションのダウンロード」から
WinClient.exeを⼊⼿し、このアプリを起動してアクセスをしてください

 

ポート名を⽇本語で⼊⼒できない  
KA8270/8278/8280/8288は⽇本語⼊⼒メソッドがないため、KN2116VAなどのKVM製品に対し
て⽇本語名の⼊⼒が出来ません
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ブラウザからは⽇本語フォントのデータをKVM本体に送信できない仕様のため、同様に⼊⼒がで
きません

⽇本語を⼊⼒する場合は、別途PCをご⽤意の上、以下の⽅法で⽇本語名を登録してください

windows8.1以降のPCをご⽤意の上、IE11にてKVM本体にリモートからログインを⾏ってく
ださい

管理画⾯から任意のポートを選択しビューワアプリ「WinClient」を起動させてください

Winclientを起動後、管理メニュー画⾯を開いてください

以下の画⾯の左ペインに表⽰されている任意のポートに対して、⽇本語名に変更してくださ
い

ポート名を変更してもローカルコンソールではKVMデバイス内に⽇本語フォントがな
いため、仕様上、⼀部のひらがな/カタカナなどが表⽰できません。
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