


















1.3 Use keyboard hot keys

8x1(A30): Press keybo

8x1(A30): Directly press [1]~[8] button on the IR 
remote control to select input port 1~8;

16x1(A10): Directly press [1]~[16] button on the IR 
remote control to select input port 1~16.

twice,

twice,

twice,

twice,

twice,
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	1: 封面
	2: 空白
	3: 1
	书签A7B4C56D　　　　　　　　　　Using only 1 set of keyboard, mouse and monitor to control 8/16 host devicesSupport Unix/Windows/Debian/Ubuntu/Fedora /Mac OS X/Raspbian/Ubuntu for Raspberry Pi and other Linux based systemWith EDID emulators in every input ports, keep PCs always have correct display informationSupport hot plug, connect or disconnect devices to the HDMI switch in any time and without turn off devicesSupport auto switching to monitor computers in a specified time intervalSupport front panel buttons, IR signals, keyboard hot keys, RS232 serial commands or IP commands to control KVM switchSupport resolution up to 3840*2160@30HzAuto input detect and switchWith extra standard USB 2.0 hub port, it is possible to connect bar code scanner, USB hard drive or other USB devices to KVM just as you have plug these devices directly to computer.Support DVI-D single link sources and displays with the use of HDMI-to-DVI adapters
	书签50D93CC4　　　　　　　　　　1 * HDMI KVM Switch1 * DC 12V Power Adapter1 * IR Remote Control1 * IR Receiver Cable1 * 3 Pins Connector \(For RS232\)2 * Rack-ears1 * User’s manual
	书签481367F1　　　　　　　　　　Packing List:

	4: 2
	书签C11FAB5F　　　　　　　　　　8x1\(A30\) Panel Description:
	书签6ECCB188　　　　　　　　　　ID
	书签2F024CC4　　　　　　　　　　Name
	书签2841A071　　　　　　　　　　Description
	书签96078198　　　　　　　　　　1
	书签55FF3C33　　　　　　　　　　IR In
	书签1E1F3250　　　　　　　　　　2
	书签58A3A052　　　　　　　　　　DC 12V
	书签B306D392　　　　　　　　　　12V DC power supply
	书签2A2C4253　　　　　　　　　　3
	书签86C2ED38　　　　　　　　　　RS232 port
	书签86EF8758　　　　　　　　　　4
	书签67AEB718　　　　　　　　　　USB 2.0 port
	书签EA50853E　　　　　　　　　　5
	书签794FF476　　　　　　　　　　HDMI output
	书签D883F5D7　　　　　　　　　　Connect to HDMI display
	书签B90D4942　　　　　　　　　　6
	书签64B85A4E　　　　　　　　　　USB keyboard and mouse input
	书签915CF5F7　　　　　　　　　　7
	书签1819EED6　　　　　　　　　　HDMI input ports
	书签82DF9D11　　　　　　　　　　Connect to HDMI sources devices
	书签DBD1D711　　　　　　　　　　IR In
	书签543EB89C　　　　　　　　　　TX     RX
	书签E2DD888A　　　　　　　　　　1
	书签70B2D9EF　　　　　　　　　　2
	书签4AA743BF　　　　　　　　　　4
	书签8448805E　　　　　　　　　　6
	书签E1238ED9　　　　　　　　　　8
	书签CDEFACEE　　　　　　　　　　3
	书签D3E3B41C　　　　　　　　　　5
	书签89C47522　　　　　　　　　　7
	书签F2003F00　　　　　　　　　　1
	书签E1B347A3　　　　　　　　　　2
	书签DEDAE959　　　　　　　　　　ON
	书签0D7AC69C　　　　　　　　　　OFF
	书签620BBBC1　　　　　　　　　　LAN
	书签BB81D9AA　　　　　　　　　　HDMI KVM Switch
	书签C6709CF8　　　　　　　　　　1
	书签359FC6E8　　　　　　　　　　2
	书签8351033C　　　　　　　　　　3
	书签E88ADD2A　　　　　　　　　　4
	书签ED9EC9A7　　　　　　　　　　5
	书签DB04ECF8　　　　　　　　　　Scan
	书签3AD63D5F　　　　　　　　　　6
	书签5F337DF8　　　　　　　　　　7
	书签AD456F85　　　　　　　　　　8
	书签AD62CDA0　　　　　　　　　　Close
	书签0A29D964　　　　　　　　　　IR
	书签719145FF　　　　　　　　　　Status
	书签17885175　　　　　　　　　　Set
	书签FCA2263B　　　　　　　　　　MIN
	书签0AC0026C　　　　　　　　　　SEC
	书签E6E2FE66　　　　　　　　　　9
	书签A75B8375　　　　　　　　　　0
	书签0A1A4A3A　　　　　　　　　　1
	书签C1891FA7　　　　　　　　　　1
	书签BBF4588C　　　　　　　　　　1
	书签347254F1　　　　　　　　　　3
	书签8DABB3EA　　　　　　　　　　1
	书签254EC66E　　　　　　　　　　4
	书签59B8B3C3　　　　　　　　　　1
	书签BC5FE890　　　　　　　　　　5
	书签C1E46FA4　　　　　　　　　　1
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	书签EEB6BDDA　　　　　　　　　　ID
	书签FBC0E8B7　　　　　　　　　　Name
	书签AD23DB5C　　　　　　　　　　Description
	书签1C1F9AB4　　　　　　　　　　8
	书签5EEA47C1　　　　　　　　　　USB data
	书签EE5F5607　　　　　　　　　　9
	书签CCCBA0BB　　　　　　　　　　Auto scan time interval settings
	书签D30472B2　　　　　　　　　　10
	书签7B871443　　　　　　　　　　Status LED
	书签EF530D5A　　　　　　　　　　11
	书签0B9E85D1　　　　　　　　　　IR receiver
	书签880D600F　　　　　　　　　　Receive IR signal
	书签D7540214　　　　　　　　　　12
	书签49BEAA02　　　　　　　　　　LED display
	书签A7705382　　　　　　　　　　13
	书签7FA87F37　　　　　　　　　　Keypad
	书签859543D5　　　　　　　　　　15
	书签FAF4091B　　　　　　　　　　Power switch
	书签21755126　　　　　　　　　　Turn on or off the power supply 

	6: 4
	书签2FA3BF0E　　　　　　　　　　8x1\(A30\) Connection Diagram :
	书签675CF679　　　　　　　　　　Note： 		   ① HDMI Cable   ② USB type A to type B cable
	书签2F50DF09　　　　　　　　　　ON
	书签41808E51　　　　　　　　　　OFF
	书签78832271　　　　　　　　　　LAN
	书签892585A7　　　　　　　　　　HDMI KVM Switch
	书签1E8327B8　　　　　　　　　　1
	书签1894797C　　　　　　　　　　2
	书签B15B6D7C　　　　　　　　　　3
	书签87372D1F　　　　　　　　　　4
	书签0D6FAD0E　　　　　　　　　　5
	书签A0934BA6　　　　　　　　　　Scan
	书签FBBA443B　　　　　　　　　　6
	书签9FFC3FCC　　　　　　　　　　7
	书签1731F37F　　　　　　　　　　8
	书签CE76D48A　　　　　　　　　　Close
	书签97347E28　　　　　　　　　　IR
	书签CD20A3F7　　　　　　　　　　Status
	书签C2275372　　　　　　　　　　Set
	书签098353C4　　　　　　　　　　MIN
	书签791E15B9　　　　　　　　　　SEC
	书签6439F7B9　　　　　　　　　　IR In
	书签ADBFCDB5　　　　　　　　　　TX     RX
	书签553370FB　　　　　　　　　　PC 
	书签9FB2C593　　　　　　　　　　PC 
	书签569DDF45　　　　　　　　　　PC 
	书签AFCB4E75　　　　　　　　　　DVR
	书签AC6DF6DB　　　　　　　　　　UHD TV
	书签CA76AF06　　　　　　　　　　IR receiver
	书签B078AF1B　　　　　　　　　　Consolecenter
	书签9ADEBD31　　　　　　　　　　Barcode scanner
	书签057B0409　　　　　　　　　　USBdrive
	书签0C7E8BB4　　　　　　　　　　Printer
	书签284DB249　　　　　　　　　　UTP/IP Cable
	书签6099B00B　　　　　　　　　　RS232
	书签7A790724　　　　　　　　　　keyboard 
	书签4A7CC04B　　　　　　　　　　mouse
	书签E41538CC　　　　　　　　　　1
	书签8CA8494A　　　　　　　　　　1
	书签F88E5B5E　　　　　　　　　　2
	书签495C9127　　　　　　　　　　2
	书签16FE274B　　　　　　　　　　1
	书签8BF887BF　　　　　　　　　　1
	书签FE743673　　　　　　　　　　2
	书签0C8B3DF7　　　　　　　　　　2
	书签E3369288　　　　　　　　　　1

	7: 5
	书签30CCBB8B　　　　　　　　　　16x1\(A10\) Panel Description :
	书签4C4E9BA6　　　　　　　　　　ON
	书签6D3A53A4　　　　　　　　　　OFF
	书签7639E974　　　　　　　　　　LAN
	书签8AC5FC77　　　　　　　　　　1
	书签1A3E9BD0　　　　　　　　　　2
	书签98DA7185　　　　　　　　　　3
	书签EBB0CC40　　　　　　　　　　4
	书签194EA6F1　　　　　　　　　　Scan
	书签BED632E4　　　　　　　　　　IR
	书签68C00FDA　　　　　　　　　　Status
	书签5B6ADBC7　　　　　　　　　　Set
	书签890A12F2　　　　　　　　　　MIN
	书签A23FF3B0　　　　　　　　　　SEC
	书签41BF4A38　　　　　　　　　　5
	书签6B26DE16　　　　　　　　　　6
	书签6FD1C3D3　　　　　　　　　　7
	书签F4953356　　　　　　　　　　8
	书签C9FD6F30　　　　　　　　　　0/Close
	书签A43080FA　　　　　　　　　　9
	书签10730D7B　　　　　　　　　　1+
	书签BDCFB32F　　　　　　　　　　HDMI KVM Switch
	书签6F237E43　　　　　　　　　　16
	书签5BA203DC　　　　　　　　　　PC 2
	书签03611848　　　　　　　　　　PC 1
	书签14E35100　　　　　　　　　　PC 3
	书签2CBB8A04　　　　　　　　　　PC 4
	书签F15293BE　　　　　　　　　　PC 5
	书签EF6E2299　　　　　　　　　　PC 6
	书签F51704E1　　　　　　　　　　PC 7
	书签6F2769C3　　　　　　　　　　PC 8
	书签43A5F987　　　　　　　　　　PC 9
	书签096CF25C　　　　　　　　　　PC 10
	书签E58142AA　　　　　　　　　　PC 11
	书签5529BD3B　　　　　　　　　　PC 12
	书签AB817A13　　　　　　　　　　PC 13
	书签7EED6187　　　　　　　　　　PC 14
	书签64730294　　　　　　　　　　PC 15
	书签29C95711　　　　　　　　　　PC 16
	书签F8BB42C3　　　　　　　　　　TX     RX
	书签98EA7641　　　　　　　　　　IR In
	书签B741C4D0　　　　　　　　　　1
	书签6E4224DF　　　　　　　　　　2
	书签7E4D75E3　　　　　　　　　　4
	书签52113384　　　　　　　　　　6
	书签5CE7693F　　　　　　　　　　8
	书签07554513　　　　　　　　　　3
	书签A555ECBD　　　　　　　　　　5
	书签11984B9D　　　　　　　　　　7
	书签13C5477D　　　　　　　　　　1
	书签9B8B680B　　　　　　　　　　2
	书签1317E287　　　　　　　　　　9
	书签25C139F2　　　　　　　　　　1
	书签A88408A3　　　　　　　　　　0
	书签0E41357A　　　　　　　　　　1
	书签525C5366　　　　　　　　　　1
	书签ACC4E2B1　　　　　　　　　　1
	书签048AED37　　　　　　　　　　3
	书签2A42BD10　　　　　　　　　　1
	书签5354D5CD　　　　　　　　　　4
	书签42CF0CD8　　　　　　　　　　1
	书签EA1BCEC2　　　　　　　　　　5
	书签3DD58368　　　　　　　　　　ID
	书签51F97537　　　　　　　　　　Name
	书签AEC8EA69　　　　　　　　　　Description
	书签F9EE5021　　　　　　　　　　1
	书签91D4DF6A　　　　　　　　　　IR In
	书签85B09417　　　　　　　　　　2
	书签92B77D47　　　　　　　　　　DC 12V
	书签11862175　　　　　　　　　　12V DC power supply
	书签077031F0　　　　　　　　　　3
	书签674F4E87　　　　　　　　　　RS232 port
	书签F62415AD　　　　　　　　　　4
	书签453063F2　　　　　　　　　　USB keyboard and mouse input
	书签5565E172　　　　　　　　　　5
	书签2EA440C0　　　　　　　　　　HDMI output
	书签E5E65BF4　　　　　　　　　　Connect to HDMI display
	书签894E0884　　　　　　　　　　6
	书签1A3126EB　　　　　　　　　　USB 2.0 port
	书签833B62A0　　　　　　　　　　7
	书签44D174D9　　　　　　　　　　HDMI input ports
	书签007CCED2　　　　　　　　　　Connect to HDMI sources devices
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	书签5FB7DBF0　　　　　　　　　　ID
	书签82223E74　　　　　　　　　　Name
	书签B61E71CE　　　　　　　　　　Description
	书签E32E3E4E　　　　　　　　　　8
	书签4AE74A2D　　　　　　　　　　USB data
	书签2C99C8AF　　　　　　　　　　9
	书签DCCEC2F4　　　　　　　　　　Auto scan time interval settings
	书签F9F88478　　　　　　　　　　10
	书签B97BEBC9　　　　　　　　　　Status LED
	书签0C18DEE7　　　　　　　　　　11
	书签25C29C06　　　　　　　　　　IR receiver
	书签8292E973　　　　　　　　　　Receive IR signal
	书签726646D0　　　　　　　　　　12
	书签53FB62D6　　　　　　　　　　LED display
	书签64966E61　　　　　　　　　　13
	书签8E54867F　　　　　　　　　　Keypad
	书签D31B5A67　　　　　　　　　　15
	书签9544E60F　　　　　　　　　　Power switch
	书签F0091569　　　　　　　　　　Turn on or off the power supply 
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	书签0B9B2E36　　　　　　　　　　16x1\(A10\) Connection Diagram :
	书签B0D8292D　　　　　　　　　　UHD TV
	书签B53A1A07　　　　　　　　　　DVR
	书签18317BEE　　　　　　　　　　Console Center
	书签C6D556E8　　　　　　　　　　RS232
	书签0C756127　　　　　　　　　　UTP/FTP Cable
	书签3E53D82E　　　　　　　　　　IR Receiver
	书签C7CBBAC4　　　　　　　　　　ON
	书签747BB723　　　　　　　　　　OFF
	书签95D94D25　　　　　　　　　　LAN
	书签FC36F9CA　　　　　　　　　　1
	书签741A8326　　　　　　　　　　2
	书签B8073A57　　　　　　　　　　3
	书签4B6A7951　　　　　　　　　　4
	书签8BF3842A　　　　　　　　　　Scan
	书签3BBA7A56　　　　　　　　　　IR
	书签21135188　　　　　　　　　　Status
	书签95FA1713　　　　　　　　　　Set
	书签6CAA7320　　　　　　　　　　MIN
	书签51E035E9　　　　　　　　　　SEC
	书签D036E033　　　　　　　　　　5
	书签ED630373　　　　　　　　　　6
	书签44499837　　　　　　　　　　7
	书签07173B5B　　　　　　　　　　8
	书签CA86F389　　　　　　　　　　0/Close
	书签7FCC9355　　　　　　　　　　9
	书签C509C501　　　　　　　　　　1+
	书签84CB1AB5　　　　　　　　　　HDMI KVM Switch
	书签DEF49B12　　　　　　　　　　16
	书签FF95B61C　　　　　　　　　　Barcodescanner
	书签90F21CD2　　　　　　　　　　USBdrive
	书签EB5AFCC0　　　　　　　　　　Printer
	书签4D041540　　　　　　　　　　PC
	书签004BCC86　　　　　　　　　　PC
	书签1530EDB9　　　　　　　　　　PC
	书签98ED8522　　　　　　　　　　PC
	书签985A6BE1　　　　　　　　　　PC
	书签D05DE4FC　　　　　　　　　　Note:   ① HDMI cable  	② USB type A to type B cable.
	书签BD139369　　　　　　　　　　keyboard
	书签B908AECC　　　　　　　　　　mouse
	书签1B57B20E　　　　　　　　　　1
	书签947E63F7　　　　　　　　　　2
	书签872608FF　　　　　　　　　　2
	书签98FA6F74　　　　　　　　　　2
	书签37F584D2　　　　　　　　　　2
	书签D7A8F19C　　　　　　　　　　2
	书签C474F6F1　　　　　　　　　　2
	书签A5E487CC　　　　　　　　　　1
	书签BCECDBF9　　　　　　　　　　1
	书签9519E38F　　　　　　　　　　1
	书签0996FE87　　　　　　　　　　1
	书签0B78B438　　　　　　　　　　1
	书签7CAF394E　　　　　　　　　　PC 2
	书签07F56D68　　　　　　　　　　PC 1
	书签80E506BA　　　　　　　　　　PC 3
	书签95623257　　　　　　　　　　PC 4
	书签075DE876　　　　　　　　　　PC 5
	书签6D6975CD　　　　　　　　　　PC 6
	书签49B12E3A　　　　　　　　　　PC 7
	书签24F33F7C　　　　　　　　　　PC 8
	书签ABBB06ED　　　　　　　　　　PC 9
	书签FA68E049　　　　　　　　　　PC 10
	书签8CCF1662　　　　　　　　　　PC 11
	书签1583C6C4　　　　　　　　　　PC 12
	书签59708684　　　　　　　　　　PC 13
	书签4AF44E9E　　　　　　　　　　PC 14
	书签A0AEDA06　　　　　　　　　　PC 15
	书签89E271B8　　　　　　　　　　PC 16
	书签A1A83472　　　　　　　　　　TX     RX
	书签36775A12　　　　　　　　　　IR In
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	书签A17DB74F　　　　　　　　　　Basic Operation :
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	12: 10
	书签401FF358　　　　　　　　　　4.2 IR remote controlPress [P] button to start auto scanning, then the KVM will automatically loop among all the powered on input sources with a specified time interval, press [P] again to stop scanning.4.3 Keyboard hot keysPress keyboard [Scroll lock] key two times then press [Space] key within 2 seconds to start auto scanning, the KVM will automatically loop among all the powered on input sources with a specified time interval, press [Esc] key to stop scanning.5. Setup time interval of auto scan modePress front panel button [MIN] to loop between 0~59 minutes.Press front panel button [SEC] to loop between 0~59 seconds.After setting minutes and seconds, press button [Set] to enter final scan time interval setting.6. The use of mouse gesture switchingPress keyboard [Scroll lock] key two times then press [F12] key within 2 seconds to turn on or turn off mouse gesture switching.When mouse gesture switching mode is on, move mouse pointer to hit left or right bound of the screen within 1 second, the KVM will switch to previous or next input source.
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	书签559C94E9　　　　　　　　　　TX     RX
	书签C888B80A　　　　　　　　　　The RS232 and LAN ports are used for selecting input source only, could not transfer keyboard and mouse data or even the video and audio, this is a redundant design for some special application when you want to switch the input sources by a termination control devices. Normally you could switch the input source by front panel keypad, IR remote control or keyboard hot keys.For the software application packages or the API document for the RS232 and LAN port please contact with our sales. \(Only for windows system\)1. Connect RS232 portFollow below diagram to connect the standard 9 pin RS232 port to the 3 pins connector which is included in package, then plug the connector to the KVM ‘          ’ port.2. Connect LAN portFollow below diagram to connect the LAN port to local area network router or directly to PC with Cat5e/6 UTP cable.
	书签7793EE6E　　　　　　　　　　ON
	书签D8F2D2F3　　　　　　　　　　OFF
	书签69583205　　　　　　　　　　LAN
	书签2C38066D　　　　　　　　　　Cat 5e/6 Cable
	书签C8AA623B　　　　　　　　　　Connect to local area network router or directly to PC
	书签08772D30　　　　　　　　　　DCD
	书签7860B67C　　　　　　　　　　RXD
	书签6694ED7F　　　　　　　　　　TXD
	书签0E293A1D　　　　　　　　　　DTR
	书签69166C8B　　　　　　　　　　GND
	书签8DB8FBEA　　　　　　　　　　DSR
	书签459CFF3E　　　　　　　　　　RTS
	书签75DD50F4　　　　　　　　　　CTS
	书签58D681FA　　　　　　　　　　RI
	书签BDEA8A7D　　　　　　　　　　Female RS232 connector pin assignment
	书签D5A41BD9　　　　　　　　　　Female RS232 connector
	书签3ABBDABF　　　　　　　　　　TX     RX
	书签C77899F6　　　　　　　　　　IR In
	书签B18B1C91　　　　　　　　　　Use of RS232 and LAN port :

	14: E-底

