
クイックスタートガイド

マニュアル改訂日: 09/27/2019

製品デザイン
*実際の製品は写真と異なる場合があります。
フロントビュー

1 ハンドル 5 取付用ブラケット
（取付済み）

2 ポート選択ボタン/LED 6 キーボードLED
3 電流ポート 7 ディスプレイメニュー

ボタン
4 レール 8 リリース スイッチ

リアビュー

1 電源接続ポート 6 デイジーチェインポート
2 電源スイッチ 7 USB-Aポート
3 アース接続ネジ 8 コンソールモニタポート
4 コンソールマウスポート 9 ホストポート
5 コンソールキーボード

ポート

SKU #:RKCONS1716K

16ポートVGAラックマウント型LCDコンソール | 17インチ | 1U

最新の情報、仕様、サポートについては、www.startech.com/RKCONS1716Kをご覧ください。

パッケージの内容
• LCDラックマウントコンソール x 1
• KVMケーブル x 16
• M5ケージナット x 8
• M5ネジ x 8
• 地域の電源コード（北米、日本、EU、イギリス、オースト

ラリア、ニュージーランドの規格対応） x 5
• 取付用レール x 2
• クイックスタートガイド x 1

動作環境および使用条件
• 1Uのラック空間
• 接地ワイヤ
• 電源
• 最大16台のコンピュータまたはサーバー
• プラスドライバー

動作環境および使用条件は変更されることがあります。最新の動
作環境と使用条件については、www.StarTech.com/RKCONS1716K
をご覧ください。

取付手順
注記:作業を手伝ってくれる人がいれば、より簡単にLCDラッ
クマウントコンソールを取り付けることができます。
警告：LCDラックマウントコンソールを取り付ける時は、慎重
にかつ適切な技術を用いて吊り上げてください。

1. サーバ ラックの取り付け深さに基づいて、適切な長さのマ
ウント レールを選択してください。

2. サーバーラックのどこにLCDラックマウントコンソールを設
置するか決めてください。

3. M5ケージナット（取付用ポスト1本につき2個）をラックの
取付用ポストの正方形の取付穴に差し込みます。

4. 後面の取付用ブラケットレールと対応する取付用ポストの
M5ケージナットの位置を合わせます。

5. M5ネジ（取付用ポスト1本につき2個）を後面の取付用ブラ
ケットレールに通してM5ケージナットに差し込みます。M5
ネジは締めないでください。

6. 協力者の助けを借りて、背面の取付用ブラケットレールをレ
ールアセンブリに沿わせてLCDラックマウントコンソールを
サーバーラックにスライドさせます。

7. M5ネジ（取付用ポスト1本につき2個）を前面の取付用ブラ
ケットレールに通してM5ケージナットに差し込みます。

8. プラスドライバーでM5ネジを締めます。
9. 後面のレールが適切な位置に配置されていることを確認し

ます。 
10. プラスドライバーでM5ネジを締めます。
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安全対策
•	 電源が入っている状態の製品および/または電線の終端処理を行わないでください。
•	 製品の設置作業および/または取り付け作業は、資格を有する専門家が行なってくださ
い。

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。

マニュアル、FAQ、ビデオ、ドライバ、ダウンロードアイテム、図面その他の資料については、www.startech.com/supportをご覧ください。

クイックスタートガイド

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよく
お読みください。 
（1） 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。（2） 本デバイスは予想外
の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりませ
ん。StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デ
バイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。
カリフォルニア州向け

 警告:がんおよび生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov
 カナダ産業省準拠ステートメント
本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。
CAN ICES-3 (B)
本デバイスはカナダ産業省ライセンス免除RSS基準に適合しています。お使いの際には、次
の注意事項をよくお読みください。 
（1） 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。（2） 本デバイスは予想外の
動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。
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。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。
保証に関する情報
本製品は2年間保証が付いています。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。

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres.
London, Ontario 
N5V 5E9
カナダ

StarTech.com LLP
2500 Creekside Pkwy.
Lockbourne, Ohio 
43137
アメリカ

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Rd., 
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
イギリス

FR: fr.startech.com
DE: de.startech.com
ES: es.startech.com
IT: it.startech.com
JP: jp.startech.com
NL: nl.startech.com

取り付け深さ

コンソールを接続する
1. 接地ワイヤをLCDラックマウントコンソールのアース接続ネ

ジとアース接地部に接続します。
2. KVMケーブルの1本を コンピューター、サーバーまたはLCD

ラックマウントコンソールの他のホストポートのひとつに接
続します。最大16台までのコンピュータまたはサーバーを接
続できます。

3. お住まいの地域の規格に合った適切な電源コードを LCDラッ
クマウントコンソールの電源接続ポートと電源に接続します。

4. LCDラックマウントコンソールを開きます。詳しい作業方法
は、 「コンソールを開く」トピックを参照してください。

5. 電源スイッチを使用してLCDラックマウントコンソールの電
源を入れます。

注記:LCDラックマウントコンソールの電源を入れると、ビー
プ音が2回鳴り、LEDが3回点滅します。 

6. 接続しているコンピュータまたはサーバーの電源を入れます。
7. LCDラックマウントコンソールのログイン画面で、次のいず

れかを実行します。
•  初めてコンソールを使用する場合、またはユーザー名とパス

ワードを設定していない場合は、テキストフィールドを空白
のままにしておくか、Enterをクリックまたは押します。

•  ユーザー名とパスワードを設定ている場合は、対応するテ
キストフィールドに情報を入力してEnterを押します。

8. オプションのモニター、キーボード、またはマウスを接続
し、周辺機器をコンソールの対応するポートに接続します。

9. 追加のKVMスイッチをデイジーチェーン接続するには、LCD
ラックマウントコンソールのデイジーチェーンポート にス
イッチを接続します。

重要な考慮事項
•  扉付きまたはマルチ ユニット ラックにコンソールを取り付

ける場合は、動作環境がユニットの最大および最低仕様を満
たすようにしてください。 

•  取り付け位置を選択する際は、通気の要件も考慮するように
してください。 

•  コンソールは機械的負荷が平均的に分散されるようにして設
定してください。 

•  コンソールは過電流保護と電源配線を備えた電源に接続する
ことをお勧めします。 

•  コンソールは適切に接地してください。

コンソールを開く
1. リリース スイッチをロック解除位置に動かします。
2. LCDラックマウントコンソールからカチッと音がして定位置

に収まるまで、ハンドルを使ってLCDラックマウントコンソ
ールを手前に引き出します。

3. ディスプレイを希望する角度まで引き上げます。

ポートを選択する
ポートを素早く選択するには、選択したいポートに対応するポ
ート選択ボタンを押します。

コンソールを閉じる
1. ディスプレイをキーボードの位置まで折りたたみます。
2. LCDラックマウントコンソールのリリーススイッチを前方に

スライドさせ、LCDラックマウントコンソールをラックの後
方に押し込みます。

3. スイッチを放し、LCDラックマウントコンソールをラックの
奥まで押し込みます。


