ノートパソコン - サーバ接続
サーバ接続KVMコンソール（保護筐体入り）
コンソール（保護筐体入り）
Product ID: NOTECONS02X

ノートパソコンをポータブルKVMコンソールとして使用するためのアダプタ。頑丈で携帯性に優れた設計になっており、サーバー、
デスクトップコンピュータ、ノートパソコンのほか、ATM、キオスク端末など、VGAおよびUSBポートを搭載するあらゆる端末にアク
セスすることができます。
本コンソールアダプタは、ローカルファイル転送とビデオキャプチャ機能を搭載したソフトウエアを使用します。

優れた耐久性
このコンソールアダプタは、高い耐久性を実現するよう設計されています。頑丈な筐体は衝撃にも耐えるようゴム引きになってお
り、予期せぬ落下時にも安心です。

簡単な操作
同梱のUSBケーブルを使用してアダプタをノートパソコンに接続し、アダプタ本体のUSBおよびVGAケーブルをサーバーに接続す
るだけで、すぐに端末のトラブルシューティングを始めることができます。
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本アダプタには、堅牢なパフォーマンスを提供し柔軟性に優れたソフトウエア インターフェイスがついています。ファイルをノートパ
ソコンからサーバーに転送、接続した端末のアクティビティをモニタリングし、サポート業務用に動画やスクリーンショットとして保存
することができます。また、スクロールバーを使用せずに、ディスプレイウィンドウをフルスクリーンモードにしたり、小さく表示したり
することができます。

携帯性に優れたコンパクトな本体
コンパクトなコンソールアダプタにより、ノートパソコン1台でヘッドレスデバイスに接続できるため、かさばる従来型のサーバー
ルーム用コンソールキット（別名：クラッシュカート）を持ち運ぶ必要がありません。移動の多いネットワーク管理者や修理技術者が
持ち運ぶことを念頭に開発されこのポケットサイズのアダプタは、小型軽量設計でノートパソコン ケースに簡単に収納することが
できます。
このアダプタは、USBバスパワーに対応しているため、外付け電源を持ち運ぶ必要がありません。また、KVMケーブルがアダプタ
と一体になっているため、サーバー接続用に別途ケーブルを用意する必要がありません。本体一体型のケーブルは、摩耗や破損
に耐性がある応力緩和性を備えています。

汎用性の高い接続
このUSBコンソールアダプタは、サーバー側でソフトウエアをインストールする必要がありません。VGA/USBポートが搭載されて
いれば、どのようなPCや端末でもBIOSレベルの制御を行うことができます。
StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

リモートサーバールームに出張し、オンサイトで各種サーバー／端末を保守
かさばるサーバールーム用コンソールキットの代わりに使用し、身軽に定期保守や
診断作業を実行

•

狭いスペースに設置されたサーバー、または、物が多すぎて固定コンソールが置け
ないサーバーラックでのコンソールアクセスを確保
ATM機、VLT端末など、モニタ／キーボード／マウスがないヘッドレスサーバーその
他のコンピュータの保守

•

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•

衝撃に強く耐久性に優れたゴム引きの本体
コンパクトなサイズ、KVMケーブル内蔵、USB給電で携帯に最適
セットアップに手間がかからないプラグアンドプレイ式インストール
摩耗や損傷を防ぐ応力緩和機能対応の本体一体型ケーブル
ノートパソコンと接続サーバーの間でのファイル共有およびビデオキャプチャに対応
表示パネルを自動的にサイズ変更し、スクロールバーがいらない自動ビデオスケー
リング
最大解像度1920x1200対応
USB、ビデオ、コンソールリンク用LEDインジケータ
レガシーデバイスや産業用端末に対応
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ハードウェア

性能

コネクタ

Warranty

2 Years

KVM･ポート

1

PCインターフェース

USB

PCビデオタイプ

VGA

オーディオ

なし

ケーブル同梱

あり

デイジーチェーン型

なし

マルチモニター

1

ラック取り付け可能

なし

Hot-Key Selection

なし

IPコントロール

なし

OSD &ホットキーサポート

なし

最大アナログ解像度

1920x1200 @ 60Hz

最大ユーザー数

1

コンソールインターフェース

1 - USB Mini-B（5ピン） メス Input

ホストコネクタ

1 - USB Type-A（4ピン）USB 2.0 オス
1 - VGA（15ピン、高密度D-Sub） オス

ソフトウェア

OS互換性

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 to 10.13
Linux 2.6 to 4.11 LTS versions only

特記 / 必要条件

注意

If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only
compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English
configuration

インジケータ

LEDインジケータ

1 - ホスト / サーバ キーボード / マウス（USB）リンク
1 - ホスト / サーバ ビデオ（VGA）リンク
1 - ユーザコンソール/ USBリンク

電源

電源

USB電源

環境条件

保存温度

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

動作温度

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

湿度

80% RH

エンクロージャタイプ

プラスチック

ケーブル長さ

16.4 in [416 mm]

物理的特徴
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1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA
host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
色

ブラック

製品幅

3.5 in [88 mm]

製品深さ

4.5 in [115 mm]

製品重量

8.6 oz [244 g]

製品長さ

4.9 in [125 mm]

製品高さ

0.9 in [22 mm]

パッケージ情報

工場出荷時（パッケージ）重量

1 lb [0.5 kg]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 頑丈なクラッシュカートアダプタ
1 - USB A - Mini-Bケーブル
1 - USBソフトウェアキー
1 - クイックスタートガイド

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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