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1. Homepage

The left side of Gateway Homepage displays the current device connection

status:

Headset direction - This value indicates the angle of your headset. Provided

that your headset is connected properly, value will change from 0°to 360° as

youmove your headset.

ホームページ

Gatewayホームページの左側には、現在のデバイス接続ステータスが 
表示されます。

ヘッドセットの方向-この値は、ヘッドセットの角度を示します。ヘッド
セットが正しく接続されていれば、ヘッドセットを動かすと値が0°から
360°に変化します。
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Independent Body Direction-This value indicates status and direction of the

device back support (body direction). Thanks to independent body direction,

you canwalk in one direction and look elsewhere. Provided that KAT

Gateway detects the KATWalk C properly, this valuewill change from 0°to

360° as you turn around.

The foot sensors will automatically enter sleepmode after a fewminutes

withoutmovement. Move or shake your leg firmly towake it up.

Left Foot - Provided that the left foot sensor is recognized properly by KAT

Gateway, this value will show the connection status and direction of the left

foot sensor. KAT Gateway will show “not detected” if the sensor is in sleep

mode, you canmove the sensor towalk it up. The angle value should change

accordingly as youmove the sensor.

Right Foot - Provided that the right foot sensor is recognized properly by KAT

Gateway, this value will show the connection status and direction of the left

foot sensor. KAT Gateway will show “not detected” if the sensor is in sleep

mode, you canmove the sensor towalk it up. The angle value should change

accordingly as youmove the sensor.

The right side of KAT Gateway homepage displays the current device

connection status:

Homepage bottom shows your device name, the External Calibration button

Headset Direction(独立した体の方向) 
独立した体の方向-この値は、デバイスのバックサポートの状態と方向（体の
方向）を示します。独立した体の方向のおかげで、あなたは一方向に歩き、
他の場所を見ることができます。  
KATGatewayがKATウォークCを適切に検出した場合、この値は方向転換す
ると0°から360°に変化します。 
フットセンサーは、数分後に動かずに自動的にスリープモードになります。
足をしっかりと動かすか振って、目を覚まします。 
左足-左足センサーがKATGatewayによって正しく認識されている場合、この
値は左足センサーの接続ステータスと方向を示します。 
センサーがスリープモードの場合、KATGatewayは「未検出」と表示されま
す。センサーを動かして上に移動できます。センサーを動かすと、それに応
じて角度の値が変化します。 
右足-右足センサーがKATGatewayによって正しく認識されている場合、この
値は左足センサーの接続ステータスと方向を示します。 
センサーがスリープモードの場合、KATGatewayは「未検出」と表示されま
す。 
センサーを動かして上に移動できます。センサーを動かすと、それに応じて
角度の値が変化します。 
KATGatewayホームページの右側には、現在のデバイス接続ステータスが表
示されます。
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and the DeviceManager button.

The left side shows the currently connected device name ‒ for example

“KATWalk C” or “KAT loco”.

External calibration - Calibrate the body direction directly on desktop. It may

be useful if you are using the Virtual Desktop, Keyboard or Xinputmode.

DeviceManager - shows the status of each sensor and the Serial Number of

the device. Through this page, you can initiate the sensor pairing process.

The three icons on the right show the status of the bottom sensor (built into

the device) and the foot sensors. Once KATGateway detected them, they

iconswill be lighten.

2. Controller Options

Click the Controller Options button on the Gateway homepage to enter the

settings:

ホームページの下部には、デバイス名、[外部キャリブレーション]ボタン
が表示されますもしくは[デバイスマネージャ]ボタン。

左側には、現在接続されているデバイス名が表示されます 
（例：「KATWalkC」または「KATloco」）。 

外部キャリブレーション-デスクトップで直接体の方向をキャリブレーショ
ンします。仮想デスクトップ、キーボード、またはXinputモードを使用して
いる場合に役立つことがあります。 
デバイスマネージャー：各センサーのステータスとデバイスのシリアル番号
を表示します。このページから、センサーのペアリングプロセスを開始でき
ます。 

右側の3つのアイコンは、下部センサー（デバイスに組み込まれている）と
足センサーのステータスを示しています。 KATGatewayがそれらを検出す
ると、アイコンが明るくなります。

2.コントローラーオプション

Gatewayホームページの[コントローラオプション]ボタンをクリックして、設
定を入力します。
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This page allows you to adjust the basic device settings:

Mapping Speed ‒ First thing you need to understand is thatmovement is

determined by the step frequency. Make your stepsmore frequent for

smoother, faster movement and vice versa.

Walking Trigger Sensitivity setting reflects how easy it is to trigger the action

with the specific footmovement. Themore you increase the setting value,

the easier it will become to trigger this action but the higher will be the delay

when you try to stop, and vice versa. If you decrease the value, it will become

more difficult to trigger the action but the lag when stopping will decrease.

Because of personal preferences, different players may feel comfortable with

different setting configurations. We do however, recommend you to set the

setting value tominimum at which the device smoothly detects the action.

Walking Trigger Sensitivity - The higher the value, the lower the step

frequency needed to trigger themovement, but the higher the delay when

stopping and vice versa.

歩行トリガー感度-値が高いほど、動きをトリガーするために必要なステッ
プ周波数は低くなりますが、停止時の遅延は高くなり、その逆も同様で
す。

歩行トリガー感度設定は、特定の足の動きでアクションをトリガーするのが
いかに簡単かを反映しています。設定値を大きくするほど、このアクション
をトリガーしやすくなりますが、停止しようとしたときの遅延が大きくな
り、その逆も同様です。 
値を小さくすると、アクションのトリガーが難しくなりますが、停止時のラ
グは小さくなります。 
個人的な好みのために、異なるプレイヤーは異なる設定構成で快適に感じる
かもしれません。ただし、デバイスがスムーズに動作を検出できる最小値に
設定することをお勧めします。 

このページでは、基本的なデバイス設定を調整できます。 

MappingSpeed ‒最初に理解する必要があるのは、動きがステップ周波数に
よって決定されることです。よりスムーズで速い動きのためにあなたのス
テップをより頻繁にし、逆もまた同様です。 



5

Lateral Movement ‒ In order to trigger the lateral movement, keep one leg

in the center and set the other one on the platform side with the outside part

of the foot lifted up.

Lateral Trigger Sensitivity - The higher the sensitivity, the lower the angle

necessary to trigger themovement but the higher the chance of unintended

trigger and vice versa.

BackwardMovement- In order to trigger the backwardmovement, keep one

leg in the center and set the other one on the platform back with the heel

lifted up.

Backward Trigger Sensitivity - The higher the sensitivity, the lower the angle

necessary to triggermovement but the higher the chance of unintended

trigger and vice versa.

Cruise Movement - In order to trigger the cruisemovement (continuous

movement forwardwithout walking), keep one leg in the center and set the

other one on the platform front with the toes lifted up.

Cruise Trigger Sensitivity - The higher the sensitivity, the lower the angle

necessary to triggermovement but the higher the chance of unintended

trigger and vice versa.

3. Locomotion Modes

横方向の動き‒横方向の動きをトリガーするために、片方の足を中央に保
ち、もう一方の足をプラットフォーム側に置き、足の外側の部分を持ち上げ
ます。 

横方向のトリガー感度-感度が高いほど、動きをトリガーするために必要な角
度は小さくなりますが、意図しないトリガーの可能性が高くなります。その
逆も同様です。 

後方への動き-後方への動きをトリガーするには、片方の脚を中央に保ち、も
う一方の脚をプラットフォームの後ろに置き、かかとを持ち上げます。 

後方トリガー感度-感度が高いほど、動きをトリガーするために必要な角度は
小さくなりますが、意図しないトリガーの可能性が高くなります。その逆も
同様です。 

巡航動作-巡航動作（歩行せずに前方への連続移動）をトリガーするには、片
方の脚を中央に保ち、もう一方の脚をプラットフォームの前面に置き、つま
先を持ち上げます。 

クルーズトリガーの感度-感度が高いほど、動きをトリガーするために必要な
角度は小さくなりますが、意図しないトリガーの可能性が高くなります。そ
の逆も同様です。 
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Click the Locomotion Modes button in the Gateway homepage to enter the

locomotion settings where you canmakemore advanced adjustments.

Main Mode: inSteam

inSteam is furtherly divided into Turbo and Global locomotionmodes. With

the Turbo Mode enabled, the software will automatically recognize the

current game and load the pre-set settings configuration prepared by our

team.

New users are commended to always select the TurboMode.

3.移動モード

Gatewayホームページの[LocomotionModes]ボタンをクリックして、より高度
な調整を行うことができる移動設定を入力します。

メインモード：inSteam 

inSteamはさらにターボモードとグローバル移動モードに分けられます。
ターボモードを有効にすると、ソフトウェアは現在のゲームを自動的に認
識し、チームが準備した事前設定された設定構成をロードします。 

新規ユーザーは常にターボモードを選択することをお勧めします。
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Global Mode allows you for much deeper device configuration. Here you can

change the direction source, enable or disable linearmapping (non-constant

speed levels) etc. In case of games not tested by KATVR yet and not included

in the Turbo Mode, you can try different configurations to check which of

themworks best with the KATWalk C.

The KeyboardMode lets you achievemovement in all directions by

emulating the function of the WSAD buttons in some non-VR games.

グローバルモードでは、より詳細なデバイス構成が可能です。ここでは、方向ソー
スを変更したり、線形マッピング（一定でない速度レベル）を有効または無効に
したりできます。KATVRでまだテストされておらず、ターボモードに含まれてい
ないゲームの場合は、さまざまな構成を試して、どれが機能するかを確認できま
す。 KATWALKCで最適です。

キーボードモードでは、一部の非VRゲームでWSADボタンの機能をエミュ
レートすることにより、すべての方向に移動できます。
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Xinput Mode lets you achievemovement in all directions by taking over the

function of a connected XBOX Controller Joystick or emulating a virtual

controller joystick in some games.

4. Game Configuration

Xinputモードでは、接続されているXBOXコントローラージョイスティックの機
能を引き継ぐか、一部のゲームで仮想コントローラージョイスティックをエミュ
レートすることで、すべての方向に移動できます。
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In the Game Configuration page, you can view the list of supported games

including the recommended ones and these you added to the list yourself.

Here you can also create, check andmodify their profiles with the basic

configuration settings.

Adding a game:

Fill in the Steam ID of the game or choose the game EXE file.

4.ゲーム構成

[ゲームの構成]ページで、推奨されるゲームや自分でリストに追加した
ゲームなど、サポートされているゲームのリストを表示できます。ここで
は、基本的な構成設定を使用してプロファイルを作成、確認、および変更
することもできます。

ゲームの追加： 
ゲームのSteamIDを入力するか、ゲームのEXEファイルを選択します。
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Adding a new configuration (throughmanual input or by file import):

Deleting the game:

View, select or delete the configuration files.

Viewing the game configuration tips of the recommended games:

新しい構成の追加（手動入力またはファイルインポートによる）：

ゲームの削除： 

構成ファイルを表示、選択、または削除します。 

推奨ゲームのゲーム構成のヒントを表示する：
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5. Recommended Games

In the recommended games page, you can view the popular games, check

whether the game is currently installed on your PC or proceed directly to the

Steam Store page to purchase it. KAT Gateway will recognize the type of your

headset and list the recommended games which are compatible.

6. Health Center

In the health center you can find the number of steps you took during your

gaming sessions with the device and the number of calories you burnedwith

5.おすすめのゲーム

おすすめのゲームページでは、人気のあるゲームを表示したり、ゲームが現在
PCにインストールされているかどうかを確認したり、Steamストアページに直
接進んで購入したりできます。 KAT Gatewayはヘッドセットのタイプを認識
し、互換性のある推奨ゲームを一覧表示します。

6.ヘルスセンター

ヘルスセンターでは、デバイスを使用したゲームセッション中に行った歩数と、
消費したカロリー数を確認できます。
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it daily, weekly andmonthly.

7. System

Language ‒ You can change the software display language here.言語‒ここでソフトウェアの表示言語を変更できます。

毎日、毎週、毎月

7.システム
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Start on boot ‒ This setting enables you to set Gateway to turn on

automatically whenever you boot the computer.

Start on connection ‒ This setting enables you to set Gateway to turn on

automatically whenever you connect your KAT device.

InSteam Version - It shows the version of KAT inSteam plugin. In some rare

cases the plugin datamay get corrupted and the inSteam Version will display

0.0.0. If that happens, reinstall the software.

Gateway Version - It shows the current version of KATGateway.

8. Device Manager

The DeviceManager shows the status of each sensor and the Serial Number

of the device. Through this page, you can initiate the sensor pairing process.

9. Recommended settings for new users

Startonboot ‒この設定により、コンピューターを起動するたびにゲートウェイを

自動的にオンに設定できます。 

Startonconnection ‒この設定により、KATデバイスを接続するたびにゲートウェ

イを自動的にオンに設定できます。 

InSteamバージョン-KATinSteamプラグインのバージョンを表示します。まれ

に、プラグインデータが破損し、inSteamバージョンに0.0.0が表示される場合が

あります。その場合は、ソフトウェアを再インストールしてください。 

ゲートウェイバージョン-KATゲートウェイの現在のバージョンが表示されます。

デバイスマネージャには、各センサーのステータスとデバイスのシリアル番号が
表示されます。このページから、センサーのペアリングプロセスを開始できま
す。
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New users can refer to the below settings to set up KAT Gateway properly:

1. Make sure you are using the administrator account of your Windows.

2. Make sure the KATWalk C is connected to the USB port of your PC (do

not use a USB hub or extension cord), and the foot sensors are charged

and paired successfully.

3. SteamVRmust be launched. If it operates properly, it should show

"NowPlaying" and the name of currently launched game.

4. Options “00KAT_insteam” and “kat_tracker” should be enabled in

SteamVR.

9.新規ユーザーに推奨される設定
新規ユーザーは、以下の設定を参照して、KATGatewayを適切にセットアップできま
す。 
1.Windowsの管理者アカウントを使用していることを確認します。 
2. KAT Walk CがPCのUSBポートに接続され（USBハブまたは延長コードを使用しな
いでください）、フットセンサーが正常に充電およびペアリングされていることを確
認します。

4.オプション「00KAT_insteam」と「kat_tracker」はSteamVRで有効にする 
　必要があります。

3.SteamVRを起動する必要があります。正常に動作する場合は、
「NowPlaying」と現在起動しているゲームの名前が表示されます。
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5. Make sure you always launch your games via SteamVR, not Oculus

Home.

* some gamesmay not show this option.

6. Rotate your HMD and check whether the value of "Headset

Direction" in KATGateway Homepage changes accordingly. Rotate the

back support of the KATWalk C and check whether the value

of "Independent Body Direction" changes accordingly. Move the

sensors and check whether the value of "left foot" and "right foot"

changes accordingly.
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7. Check the Locomotion Modes. with the Turbo Mode enabled, the

software will automatically recognize the current game and load the

pre-set settings configuration optimal for it. Global mode allows for

some additional setting configuration. New users are recommended

to always use the TurboMode.

8. Some games do not set Free Locomotion as the primary locomotion

method and instead treat teleportation or other locomotionmodes as

default. Youmay need to select the Free Locomotion in the game

settings. The name of the corresponding settingmay vary from one

5. Oculus Homeではなく、常にSteamVRを介してゲームを起動するよ
うにしてください。

*一部のゲームではこのオプションが表示されない場合があります。
6. HMDを回転させ、「ヘッドセット」の値がKATゲートウェイホームページの「方
向」はそれに応じて変化します。 

KATウォークCのバックサポートを回転させ、値が「独立した体の方向」のは 
それに応じて変化します。センサーを動かし、「左足」と「右足」の値がそれに
応じて変化するかどうかを確認します。
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7. Check the Locomotion Modes. with the Turbo Mode enabled, the

software will automatically recognize the current game and load the

pre-set settings configuration optimal for it. Global mode allows for

some additional setting configuration. New users are recommended

to always use the TurboMode.

8. Some games do not set Free Locomotion as the primary locomotion

method and instead treat teleportation or other locomotionmodes as

default. Youmay need to select the Free Locomotion in the game

settings. The name of the corresponding settingmay vary from one

7.移動モードを確認します。ターボモードを有効にすると、ソフトウェアは
現在のゲームを自動的に認識し、それに最適なプリセット設定構成をロード
します。グローバルモードでは、いくつかの追加設定構成が可能です。新規
ユーザーは、常にターボモードを使用することをお勧めします。 

8.一部のゲームでは、主要な移動方法として無料移動を設定せず、代わりに
テレポーテーションまたはその他の移動モードをデフォルトとして扱いま
す。ゲーム設定で無料移動を選択する必要がある場合があります。対応する
設定の名前は1つと異なる場合があります。

別のゲーム。参考までに、Half Life Alyxでは、この設定は
「Movement：Continuous」と呼ばれています。 

9.   詳細については、FAQを参照してください。


