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SV211HDUA / SV211DPUA

オーディオ&リモートスイッチ付き2ポートUSB HDMI®/
DisplayPort®ケーブルKVMスイッチ - USB給電

*実際の製品は写真と異なる場合があります。

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください
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FCC準拠ステートメント
本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを
確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された
場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数
エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無
線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起
きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発
生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できま
す）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めしま
す：

• 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。

• 製品と受信アンテナの距離を離す。

• 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を
接続する。

• 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用
本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウ
ェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありま
せん。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.
comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商
品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとして
も、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他
法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。
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はじめに

パッケージの内容
• 1.x.KVMスイッチ.
• 1.x.ソフトウェアCD.
• 1.x.ユーザマニュアル

動作環境
• 利用可能なビデオ出力.-.HDMI（SV211HDUA）またはDisplayPort（SV211DPUA）
、USBと3.5mm.オーディオ/マイクロフォン接続（HDMI/DisplayPortオーディオを使
用していない場合）

• モニタ、スピーカー/マイクロフォンおよびUSBキーボード/マウスなどの周辺機器
セット

インストール手順
1. KVMスイッチを接続する前に、付属のインストールCDを各コンピューターのCD/
DVDドライブに挿入します。

2. AutoPlayを実行する場合は、オプションを選択してフォルダをブラウズし開いてく
ださい。または、[My.Computer（マイコンピューター）].のCD/DVDドライブをダブ
ルクリックし、Autorun.exeを実行すれば、CDのファイルにアクセスできます。

3. お使いのシステムに合ったソフトウェアインストール方法と空きポート（「2ポート
KVM」-.MacまたはWindows）をクリックします。インストールを完了するまでに数
回.[Next（次へ）].をクリックする必要があります。

4. インストールが完了すると、システムトレイに新しいアイコン（Windows）またはア
プリケーション（Mac.OS）がインジケーターと共に表示されます。

5. HDMI./.DisplayPortモニタ、キーボード、マウス、スピーカーをKVMスイッチの空き
ポートに接続します。

6. 付属のKVM&オーディオケーブルをコンピューター1に接続します。
7. コンピューター2にも同様に付属のKVMケーブルとオーディオケーブルを接続し
ます。
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操作方法
コンピューターとオーディオ./.マイクポートを選択するためにKVMスイッチを制御す
るには3つの方法があります。.
.

1. QuickSwitch（クイックスイッチ）ボタン.-.直接スイッチングができる有線のリモート
コントールです。ボタンを押すだけで2台のコンピューターを切り替えられます。

2. KVMスイッチソフトウェア（Windows.&.Macプラットフォーム）.–.詳細は「クイックリ
ファレンスシート」をご覧ください。

3. キーボードホットキー.–.Windowsのコンピューター切替キーは「Scroll.Lock.+.
Scroll.Lock」です。Macの切替キーは「クイックリファレンスシート」の「ホットキーシ
ーケンスの定義」をご覧ください。.
.
注意：.ホットキーシーケンスキーは2秒以内で押してください。そうしなければホッ
トキーシーケンスが有効になりません。
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コマンド スイッチソフトウェア 説明

Select PC Port（
ポートを選択

する）

KVM.Switching（KVMスイッチ）ア
イコンを右クリックすると、操作メ
ニューが開きますので、切り替え可
能なコンピューターを選択します。

アクティブPCポートを選
択します

Previous PC 
port（前のPCポ

ート）

KVM.Switching（KVMスイッチ）ア
イコンを右クリックすると、操作メ
ニューが開きますので、切り替え可
能なコンピューターを選択します。

前の接続PCポートを選
択します

Next PC port（
次のPCポート） 

KVM.Switching（KVMスイッチ）ア
イコンを右クリックすると、操作メ
ニューが開きますので、切り替え可
能なコンピューターを選択します。

次の接続PCポートを選
択します

Define Hotkey 
Preceding 

Sequence（ホッ
トキーシーケン

スの定義）

KVM.Switching（KVMスイッチ）ア
イコンを右クリックすると、操作メ
ニューが開きますので、Settings（
設定）（Windows）/Dialog.Box（ダ
イアログボックス）（Mac.OS）を選

択します。

コンピューター選択用
のユーザー定義ホット
キーシーケンスは、「Ctrl.
+Alt+.[コマンドキー]」

です。.
Macでは.[Scroll.Lock].キ
ーの代わりにユーザー定
義の切替ホットキーシー
ケンスを使用することが

できます。.

AutoScan（オー
トスキャン）

KVM.Switching（KVMスイッチ）
アイコンを右クリックすると、操作
メニューが開きますので、[Start.
Auto-Scan（オートスキャン開始）]
を選択してオートスキャンを開始

します。

接続ポートすべてで
Autoscanを実行し、各ポ
ートのクイックスクリーン
ブラウジングを行います
（デフォルトのスキャン
遅延時間.=.10秒）。

Autoscan with 
Programmable 
Delay Time（プ

ログラム可能
遅延オートスキ

ャン）

KVM.Switching（KVMスイッチ）ア
イコンを右クリックすると、操作メ
ニューが開きますので、オートスキ
ャン時間の範囲を選択します。

オートスキャンのユーザ
ー定義遅延時間は10.~.

60秒です。

ホットキー クリックリファレンスガイド
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Stop Autoscan（
オートスキャンの

停止）

オートスキャン中にKVM.
Switching（KVMスイッチ）アイ
コンを右クリックすると、操作メ
ニューが開きますので、[Stop.
Auto-Scan（オートスキャンの停
止）]を選択してオートスキャンを

停止します。

オートスキャンが停止
します。

Beeper（ブザー）

KVM.Switching（KVMスイッチ）ア
イコンを右クリックすると、操作メ
ニューが開きますので、「Turn.on.
Buzzer（ブザーをオンにする）」ボ
ックスをチェックします。

ブザーはKVMスイッチの
操作中に鳴ります。

Keep in Dock（
ドックに収納）
（Macのみ）

オートスキャン中にKVM.
Switching（KVMスイッチ）アイコン
を右クリックすると、操作メニュー
が開きますので、[Keep.in.Dock（ド
ックに収納）]を選択します。

デスクトップのシス
テムトレイにKVM.

Switching（KVMスイッ
チ）アイコンが表示され

ます。

Open at Login（
ログインと同時
に起動）（Mac

のみ）

KVM.Switching（KVMスイッチ）ア
イコンを右クリックすると、操作メ
ニューが開きますので、[Open.at.
login（ログインと同時に起動）].を

選択します。

スイッチソフトウェアを
操作してログインします。

Fix Audio Port（
オーディオポート

の固定）

KVM.Switching（KVMスイッチ）ア
イコンを右クリックすると、操作メ
ニューが開きますので、「Fix.Audio.
Port.at.PC（PCのオーディオポート
を固定）」ボックスをチェックして、
希望するPCポートを選択します。

このオプションを選択し
てから、オーディオ/マイ
クポートを固定するコン
ピューターを選択します。
このオプションをチェッ
クすると、オーディオ/マ
イクポートが固定され切
替できなくなります。
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技術仕様
SV211DPUA SV211HDUA

コンソールコネクタ

1.x.DisplayPort（20ピ
ン）メス.

2.x.USB.A（4ピン）.
2.x.3.5mmミニジャック
（3ポジション）メス

1.x.HDMI（19ピン）メス.
2.x.USB.A（4ピン）.

2.x.3.5mmミニジャック（3ポ
ジション）メス

コンピュータコネクタ 
（ポートあたり）

1.x.DisplayPort（20ピ
ン）オス.

1.x.USB.2.0.A（4ピン）
オス.

2.x.3.5mmミニジャック
（3ポジション）オス

1.x.HDMI（19ピン）オス.
1.x.USB.2.0.A（4ピン）オス.
2.x.3.5mmミニジャック（3ポ

ジション）オス

LED 2.x.電源選択インジケータ

切り替えモード プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア

最大解像度 2560.x.1600 1080p（1920x1200）

オーディオサポート 3.5mm.&.HDMIオー
ディオ

3.5mm.&.DisplayPortオー
ディオ

オンスクリーン表示 いいえ

カスケード可否 いいえ

ラック取り付け可否 いいえ

エンクロージャの材質 プラスチック

動作温度 0°C.~.40°C

保管温度 -20°C.~.60°C

湿度 0～90%.RH（結露なし）

ケーブル長 0.85m（付属のKVM.ケーブル）/1.4m（リモートスイッチ）

外形寸法（幅×奥行き
×高さ） 88.x.60.x.25mm

重量 400g
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技術サポート
StarTech.comの永久無料技術サポートは、. 当社が業界屈指のソリューションを提供
するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品につい
てヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。
当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可
能資料をご用意しています。
ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確
認ください

保証に関する情報
本製品は2年間保証が付いています。.
また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日か
ら、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品さ
れるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と
人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の
摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限
StarTech.com.Ltd..やStarTech.com.USA.LLP（またはその役員、幹部、従業員、または
代理人）は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、
懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に
対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部
の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていませ
ん。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適
用されない場合があります。



見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念で
す。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンス
トップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを
一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパ
ーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送
します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまで
アクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.
startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお
使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO. 9001認証メーカです。StarTech.comは
1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサ
ービスを提供しています。


