
ハードウェアリモート装置

IP-KVMスイッチ
CN9000/9600/9950

分析装置（制御PC）の場所を選ばず遠隔操作！

PCの「リモート化」をサポート！
分析装置の制御·解析用PCの「リモート化」で、こんなお悩みありませんか？

お悩み 1

分析装置（制御PC）をネット
ワークに接続してはいけない

お悩み2

OSが古くてネットワーク
に対応しない

お悩み3

遠隔操作用ソフトが適用
できない

「IP-KVMスイッチ」で分析装置（制御PC）をリモート化！
IP-KVMスイッチに分析装置の制御PCを接続し

てセットアップを行えば、いつでも、どこからでも、

ネットワーク経由でアクセスできる環境が整います。　
＊接続方法は事前に確認する必要があります。  
＊分析装置は予め電源をいれておく必要があります。

製品ラインアップ
モニターのインターフェースによって３製品からお選びいただけます。

DisplayPort

CN9600

CN9000

CN9950

DVI

VGA

1920×1200
@60Hz

4160×2160
@30Hz

そこで

導入事例

これまでは、分析装置の制御用PC画面前に集合して操作方法の

説明をしていた授業も、IP-KVMを導入することによって、各人の

PCで操作画面をレビュー

することができるように

なりました。また、各人の

PCから操作することも

できるので、より理解を

高めることのできた操作

説明を実施することがで

きるようになりました。

写真はCN9000

IP-KVMスイッチ

PCネットワーク非接続 OSを選ばない ソフトウェア不要

＊上記以外のインターフェースに関しましては別途ご相談下さい。

最大
解像度

分析装置制御PC

IP-KVM
スイッチ

リモート用PC

ネットワーク

事務所 研究室

ここにセット
するだけ！

接続イメージ ＊最大64のID登録、32の同時アクセスが可能

IP-KVMケーブル（付属）

IP-KVM ケーブルでは

 K：キーボード
 V：ビデオモニター
 M：マウス
の信号のみを通信しています。

① ATENジャパンのマークを削除

② 分析装置用PCをネットワークに接続してはいけない

③ 分析装置の制御・解析用PCの「リモート化」で、こんなお悩みありませんか？

USBコネクタ

モニターコネクタ

マウス、キーボード信号

モニター（Video）信号

IP-KVMケーブルのイメージ

IP-KVMケーブルでは
 K：キーボード
 V：ビデオモニター
 M：マウス
の信号のみを通信しています。

④ KVMケーブルの構造と説明を追記したい（上記が説明概要）

⑤ ＊分析装置は予め電源をいれておく必要があります。（注意書きの追記）

導入事例
これまでは、分析装置の制御用PC画面前に集
合して操作方法の説明をしていた授業も、IP-
KVMを導入することによって、各人のPCで操
作画面をレビューすることができるようにな
りました。また、各人のPCから操作すること
もできるので、より理解を高めることのでき
た操作説明を実施することができるようにな
りました。

⑦ ＊導入事例に差し替え

⑥ ＊最大32台接続可能（追記）

IP-KVM

スイッチ側

制御

PC側

IP-KVMケーブルイメージ図

マウス、キーボード信号

USBコネクタ

モニターコネクタ

モニター（Video）信号

IP-KVM
ケーブル

この間、ネットワーク
接続はしていません
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お客様総合サービスセンター

● 携帯電話からは 0570−064−525
 0120-405-525

● 受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
● メールでのお問い合わせはヤマト科学ウェブサイトより

受付しております

ハードウェアリモート装置（IP-KVMスイッチ）主な仕様
型式 CN9000 CN9600 CN9950
商品コード 300031 300032 300033

ディスプレイ

インターフェース
　VGA/USB 　DVI-D/USB 　Display Port/USB

最大解像度 1920×１２００ 4K対応

延長距離 制限なし（IP-KVMへのネットワーク接続）

共通特徴 BIOSレベルからのアクセスが可能 / ユーザーログイン時のパスワードを保護するTLS 1.2暗号化対応 /

イベントログ / Windowsベースのログサーバ対応

特徴 ・高性能FPGA搭載で鮮明な映像

・VGA対応モデル（旧OSに多いモデル）

・オーディオ対応

・ネットワーク/電源の冗長化

・高性能FPGA搭載で鮮明な映像

・DVI-D対応（汎用性が高い）

・オーディオ対応

・ネットワーク/電源の冗長化

・高性能FPGA搭載で鮮明な映像

・4K対応

・DP対応(検査機器などに多い)

・ネットワーク/電源の冗長化

消費電力 DC5.3V:6.80W:36BTU DC5.3V:5.56W:30BTU DC5V:9.76W:50BTU

外形寸法 W200×D154.1×H28.5mm W200×D154.9×H28.5mm W200×D149.3×H28.5mm

重量 0.86kg 0.84kg 0.85kg

同梱品 KVMケーブル（VGA, USB）、USBケーブル

（USB-A→Mini-USB）、電源アダプター、マ

ウントキット、フットパッドセット、クイックスター

トガイド

KVMケーブル（DVI-D、USB、オーディオ）（1.8 

m）、USBケーブル（1.8m）、電源アダプター、

マウントキット、フットパッドセット、クイックスター

トガイド

DisplayPortケーブル、USBケーブル

（USB-A→USB-B）、USBケーブル（USB-

A→Mini-USB）、電源アダプター、マウントキッ

ト、フットパッドセット、クイックスタートガイド

価格（税抜） ¥161,000 ¥181,000 ¥184,000

Q&A 動画によるご紹介
「リモート化」にチャレンジした動画コンテンツがあります。

ユーザー毎に閲覧や権限を付与することは可能ですか？Q
CNシリーズは最大64ユーザーの登録ができ、それぞれ個別に操作制限内容（閲
覧のみなど）を設定することができます。

最新OSやWindows以外のOSのPCでも、リモート操作可能
ですか？Q

リモート操作可能です。OSはWindowsの他にMacOS、Linux、Sunなどが搭載
されているPCも操作可能です。WindowsのPCをMacOSのPCでリモートす
るなど混在が可能です。

セキュリティに対しての対策はどうですか？Q
ユーザ管理、IPアドレスなどの接続先の指定、暗号化通信などの設定ができ
ます。その他充分なセキュリティ機能を搭載しております。

PCのリモートだけでなく、データ共有や保管は可能ですか？Q
USBバーチャルメディア機能を使用すると、データ送受信※が可能になります。
※機能の有効切替、一方通行のデータ転送の設定が可能。

東京にある装置を大

阪のPCからリモート

操作した映像です。

動画に関するお問い

合わせはヤマト科学へ 詳細はこちら

協働ロボットを使って

「自動化」した分光光度

計を「リモート化」します。

動画に関するお問い

合わせはヤマト科学へ 詳細はこちら

「リモート化」の応用活用を紹介しています

貸出デモ機でご体験いただけます！お気軽にお問い合わせください！


