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⚫ この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

⚫ 本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みくだ

さい。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。 

 

 

ARVANICS Corporation 
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商標について 

⚫ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI 

Licensing, LLC の商標または、登録商標です。 

⚫ Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

⚫ AirPlay、iPad および iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

⚫ Android および Google Cast は Google LLC の商標です。 

⚫ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 

なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。 
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⚫ この取扱説明書の無断転載を禁じます。 

⚫ お客様がお持ちの製品のバージョンによっては、この取扱説明書に記載される外観図とメニュー項目な

どが、一部異なる場合がありますのでご了承ください。 

⚫ 取扱説明書は改善のため、事前の予告なく変更することがあります。最新の取扱説明書は、弊社のホー

ムページからダウンロードすることができます。 

https://arvanics.com/ 

 

 取扱説明書の分冊構成  

この取扱説明書は、目的に応じて分冊で提供しています。必要に応じて、各取扱説明書をお読みください。

なお、クイックスタートガイドおよびコマンドガイドについては、弊社ホームページからのダウンロード提

供のみになります。 

 

■ユーザーズガイド (本書) 

[目的]  

・設置し、分配器やペンタブレット等機器と接続をする。 

・入出力調整や設定などをする。 

 

■クイックスタートガイド 

[目的]  

・簡単な操作方法を知る。 

 

■コマンドガイド 

[目的]  

・シリアル通信および LAN 通信などによる外部制御をする。 

 

 

  

この取扱説明書をお読みいただく前に 
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安全上のご注意 
 

本製品をご使用前に必ずお読みください。 

 

この取扱説明書には、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくた

めに、重要な内容を記載しています。 

次の内容 (表示・図記号) を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

 

「警告」、「注意」、「記号」の意味 

 

表示 表示の意味 

 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性

が想定される内容を示します。 

 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の

発生が想定される内容を示します。 

 

図記号 図記号の意味 記号例 

 

注 意 

この記号は、警告・注意を促すことを告げるものです。 

図の中に具体的な注意内容が描かれています。  

感電注意 

 

禁 止 

この記号は、禁止行為であることを告げるものです。 

図の中に具体的な禁止内容が描かれています。  

分解禁止 

 

指 示 

この記号は、行為を強要したり指示したりする内容を告げるものです。 

図の中に具体的な指示内容が描かれています。  

プラグを抜く 
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禁 止 

不安定な場所に置かない 

水平で安定したところに設置してください。本体が落下・転倒してけがの原因になります。 

振動のある場所に置かない 

振動で本体が移動・転倒し、けがの原因になります。 

異物をいれない 

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部に入った場合、火災・感電の原因になります。 

電源コード・電源プラグは 

・傷つけたり、延長するなど加工したり、過熱したりしない 

・引っ張ったり、重いものを乗せたり、はさんだりしない 

・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない 

そのまま使用すると、火災･感電の原因になります。電源コード・電源プラグが傷んだら、弊社営業部までお問い合わ

せください。 

 

 

分解禁止 

修理・改造・分解はしない 

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因になります。内部の点検・調整および修理は、弊社営業部までお

問い合わせください。 

 

 

 

接触禁止 

雷が鳴り出したら電源コードや LAN ケーブル、本体などには触れない 

感電の原因になります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

指 示 

据付工事について 

技術・技能を有する専門業者が据え付けを行うことを前提に販売されているものです。据え付け・取り付けは、必ず

工事専門業者または弊社営業部までお問い合わせください。火災・感電・けが・器物破損の原因になります。 

電源プラグは、コンセントから抜きやすいように設置する 

万一の異常や故障のときや長時間使用しないときなどに役立ちます。 

電源プラグは指定電源電圧のコンセントに根元まで確実に差し込む 

差し込み方が悪いと、発熱によって火災・感電の原因になります。傷んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使用しな

いでください。 

電源プラグの埃などは定期的にとる 

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因になります。 

 

 

 

 

プラグを抜く 

煙が出ている、異音、異臭がするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く 

そのまま使用をすると、火災・感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認し、弊社営業部までお問い合わせく

ださい。 

落としたり、キャビネットが破損したりしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く 

そのまま使用すると、火災・感電・けがの原因となります。点検・修理については、弊社営業部までお問い合わせく

ださい。 

内部に水や異物が入ったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く 

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。点検・修理については、弊社営業部までお問い合わせください。 

 

機器の接続について 

 

 

指 示 

本体と周辺機器との接地電位差により感電、もしくは機器の破損が発生する場合があります。機器間をケーブルで接

続する際は、長距離伝送接続なども含めて、関係するすべての機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。 

各機器の信号・制御ケーブルを接続し、終了した後に各機器の電源プラグをコンセントに接続してください。 
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禁 止 

 

温度の高い場所に置かない 

直射日光が当たる場所や温度の高い場所に置くと火災の原因になります。 

湿気・油煙・埃の多い場所に置かない 

加湿器のそばや埃の多い場所などに置くと、火災・感電の原因になります。 

通風孔をふさがない 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。 

機器の上に重いものを置かない 

倒れたり落ちたりしてけがの原因になります。 

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない 

タコ足配線はしないでください。火災・感電の原因になります。 

本体付属の AC アダプタまたは電源コード以外のものは使用しない 

不適合により、火災や感電の原因になります。本体付属の AC アダプタまたは電源コードは 100 V 系国内専用です。

海外など 200 V 系でご使用になる場合は、弊社営業部までお問い合わせください。 

 

 

ぬれ手禁止 

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 

感電の原因になります。 

 

 

 

 

 

指 示 

温度と湿度の使用・保存範囲を守る 

範囲を超えて使用を続けた場合、火災や感電の原因になります。 

他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切る 

火災や感電の原因になります。 

 

 

 

プラグを抜く 

長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く 

万一故障したとき、火災の原因になります。 

お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く 

感電の原因になります。 

 

設置についてのお願い 

⚫ ラックマウント製品の場合 

 

指 示 

EIA 相当のラックにマウントしてください。その際には上下に空冷のための隙間を空けるよう考慮してください。ま

た、安全性を高めるため前面のマウント金具と併用して L 型のサポートアングルなどを取り付けて、機器全体の質量

を平均的に支えるようにしてください。 

⚫ ゴム足つきの製品の場合 

 

指 示 

ゴム足を取り外した後にネジだけをネジ穴に挿入することは絶対にお止めください。内部の電気回路や部品に接触

し、故障の原因になります。再度ゴム足を取り付ける場合は、付属のゴム足とネジ以外は使用しないでください。 

⚫ 海抜について 

 

指 示 

海抜 2,000 m 以上の場所に設置しないでください。 

部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になる場合があります。 
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1. 同梱物の確認 

以下の同梱物がすべてそろっているかご確認ください。 

万一、同梱物に不備がありましたら、お手数ですが弊社の本社営業部または各営業所までお問い合わせくだ

さい。 

  

 ・VP-S1 本体 1 台 

・専用 AC アダプタ 1 個 

・専用 AC コード 1 個 

 ・キーボード 1 個 

・専用ゴム足 4 個 

・取扱説明書 1 冊 
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2. 製品概要 

VP-S1 (以後本機) は、4K の HDMI や Web カメラ、Airplay や Google Cast によって入力された映像に描画

することができるプレゼンテーションポイントメーカーです。 

描画はペンタブレット端末やタブレット端末、タッチパネルディスプレイから描画線の種類 (細・中・太) 、

線色 (7 色) を選んで行うことができ、描画デバイスごとに色を変えて描画することができます。描画した画

像は、HDMI 端子から出力したりタブレット端末に対して無線配信したりすることが可能です。 

また、RS-232C および LAN 経由により制御を行うことも可能です。 
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3. 特長 

 

描画機能 

⚫ 自由描画 

⚫ 7 色の描画色 (描画デバイスごとに色を変えての描画が可能) 

⚫ 3 種類 (細・中・太) の描画線表示 

⚫ フリーアプリケーションを利用した iPad、iPhone 端末からの描画 

 

映像  

⚫ 4K@60 出力対応 (入力は 4K@30 まで対応) 

⚫ Airplay、Google Cast を利用して無線映像入力が可能 

⚫ USB Web カメラをソースとして利用可能 

⚫ HDMI 入力または USB カメラ入力映像を PIP 表示可能 

 

制御 

⚫ RS-232C、LAN 

 

その他 

⚫ 直感的な操作メニュー 

⚫ タブレット端末に対しての無線配信 
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4. 各部の名称とはたらき 

4.1 フロントパネル 

 

 

[図 4.1] フロントパネルの外観図 

 

[表 4.1] フロントパネルの各名称と説明 

番号 名称 説明 

① 電源スイッチ 本機の電源を ON/OFF します。電源スイッチを「ON」にすると、「本

機」のロゴが表示されます。本機が起動すると、LED ランプが点灯

します。起動から約 120 秒後、本機の操作が可能となります。 

 

  

① 
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4.2 リアパネル 

 

 

 [図 4.2] リアパネルの外観図 

 

[表 4.2] リアパネルの各名称と説明 

番号 名称 説明 

② 外部電源制御端子 接点制御により本機の電源の ON/OFF が可能です。 

③ HDMI 入力コネクタ HDMI 信号と DVI 信号の入力コネクタです。PC 等のソース機器と接

続します。なお、HDCP 入力には対応していません。 

④ RS-232C コネクタ 通信コマンドによる外部制御を行う際に利用します。 

⑤ USB コネクタ USB インターフェースのペンタブレット、マウス、キーボード、USB

メモリ (FAT16 もしくは FAT32 でフォーマットが必要) を接続しま

す。 

⑥ 電源コネクタ 付属の専用 AC アダプタを接続します。 

⑦ アンテナ接続コネクタ 未使用。このコネクタには何も接続しないでください。 

⑧ ファームアップ用コネクタ 未使用。このコネクタには何も接続しないでください。 

⑨ USB コネクタ(映像入力用) Web カメラ入力用のコネクタです。 

⑩ HDMI 出力コネクタ HDMI 信号と DVI 信号の出力コネクタです。液晶モニタ、プロジェク

タ、ペンタブレット等のシンク機器と接続します。複数の新規機器を

利用する場合は、分配器を接続します。 

⑪ LAN コネクタ 本機をネットワーク接続する際に利用します。無線ルータを接続して

無線配信を行ったり、通信コマンドによって外部制御したりする際に

使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

⑤ 

 

⑥ 

 

⑦ 

 
⑧ 

 

⑨ 

 

⑩ 

 

⑪ 

 



VP-S1 取扱説明書 ＜ユーザーズガイド＞   

14 

5. 外部機器との接続 

本章では機器の接続方法と起動、操作方法について説明します。 

 

5.1 機器接続例 

 

 

[図 5.1] ソース機器とシンク機器を接続した時の接続例 

 

 

5.2 映像音声の入出力接続例 

ソース・シンク機器のみの接続例です。 

 

 

 

 

 [図 5.2] ソース機器とシンク機器を接続した時の接続例 

  

HDMI ソース機器 Web カメラ HDMI シンク機器 
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5.3 描画・制御デバイスの接続例 

描画・制御デバイスの接続例です。接続には USB コネクタを利用します。 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】描画・制御デバイスは複数同時接続できますが、同時に使用することはできません。 

 例：キーボードで操作中にペンタブレットは使用できません。 

 

 

  

マウス・キーボード ペンタブレット 
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6. 起動・終了 

本章では、本機の起動・終了方法について説明します。 

 

6.1 起動方法 

電源投入は以下の方法で行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】本機を起動するには、HDMI 出力にシンク機器が接続されている必要があります。 

6.2 終了方法 

終了は以下の方法で行ってください。 

 

 

 

  

設定手順 

  

1 
本機のフロントにある「POWER」

ボタンを 1 回押します。ボタンの

LED ランプが点灯します。 

 

2 
【Williams AV】のロゴ画面が表示さ

れます。電源 ON から約 120 秒後、

本機の操作が可能となります。 

 

3 
映像が未入力の場合は

「Searching…」の画面が表示され

ます。 

設定手順 

  

1 
本機のフロントにある「POWER」

ボタンを 1 回押します。ボタンの

LED ランプが消灯します。 
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7. キャリブレーション 

 

7.1 キャリブレーションの方法 

キャリブレーションは、ペンタブレット上でタッチした場所と画面上の位置データを合わせるために行いま

す。キャリブレーションを行わないと、画面にタッチしても正常に反応しない場合があります。 

 

※ 初期設定時は必ずキャリブレーションを行ってください。また、設定時にキーボードやマウスを使用しますので、デバイスを接続

した状態で下記のように設定してください。 

 

キャリブレーション設定は本体内蔵メモリに保存され、直近に保存したキャリブレーション設定が電源起動

時に呼び出されます。 

 

以下では、ペンタブレットのキャリブレーション方法を説明します。 

 

 

番号 手順 使用例 

1 キーボードの「Print screen」キーを押して

メインメニューを開き、「DEVICES」を選

択してください。その後「Devices」メニュ

ーが表示されます。 

 

 

2 「Calibration」を選択すると、「Calibration」

メニューが表示されます。 
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7.2 キャリブレーションの保存 

本機にはキャリブレーション設定を 9 つまで保存可能です。1-9 のメモリ領域にデバイス毎にキャリブレー

ションを保存することで、簡単にキャリブレーション設定を呼び出すことが可能です。 

 

3 「Calibration」メニューから、「Touch 

Screen Calibration」を選択してください。

キャリブレーションスクリーンが表示され

ます。 

 

4 画面上に表示される十字アイコンの交差部

分 (中心) をタッチしてください。タッチす

ると十字アイコンが消え、次の十字アイコ

ンが表示されます。合計 12 個の十字アイコ

ンをタッチするとキャリブレーションが完

了します。 

 

 

5 設定後、メインメニューの「EXIT」を選択

してメニューを終了してください。 

 
 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューから「Device」を選択し、

「Device」メニューを表示します。 

 

 



VP-S1 取扱説明書 ＜ユーザーズガイド＞    

19 

 

 

7.3 キャリブレーションの呼び出し 

保存したキャリブレーションの呼び出しは以下の手順で行います。 

 

2 「Calibration」を選択すると、「Calibration」

メニューが表示されます。 

 

3 「Calibration」メニューから、「Copy 

Calibration」を選択してください。「Copy 

Calibration」メニューが表示されます。 

 

1 から 9 の番号ボタンのいずれかを押すこ

とで、そこに現在のキャリブレーション設

定が保存されます。 

 

《注意》 

選択した番号のメモリ領域にキャリブレー

ション設定がすでに保存されている場合、

上書き保存されます。 

保存領域は番号表示のみで名称変更はでき

ません。保存場所を記録しておくことをお

勧めします。 

 

 

4 設定後、メニューを閉じてください。  

 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューから「Device」を選択し、

「Device」メニューを表示します。 
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2 「Calibration」を選択すると、「Calibration」

メニューが表示されます。 

 

3 「Calibration」メニューから、「Select 

Calibration」を選択してください。「Select 

Calibration」メニューが表示されます。 

 

利用したいキャリブレーションの番号を選

択してください。選択した番号の保存領域

に保存されたキャリブレーションが有効に

なります。 

 

 

4 設定後、メニューを閉じてください。  

 



VP-S1 取扱説明書 ＜ユーザーズガイド＞    

21 

8.  各種デバイス 

8.1  マウス操作方法 

USB マウスを使用して描画や各種設定を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 8-1] マウス操作 

 

[表 8.1] マウス操作 

メニュー 操作説明 

全消去  右ボタンを長押しします。 

線色選択  右ボタンを押しながら左ボタンをクリックするたびに、線色が順番に切り換わ

り、選択した色が一瞬画面の右下に表示されます。目的の色が表示されたら、

右ボタンを離します。 

※ 上記の動作を行うと、マウスとペンは別々の色で描画することが可能になります。 

自由描画 左ボタンを押しながらマウスを動かします。左ボタンを離した場所まで描画さ

れます。 

選択 ツールバーメニューやメインメニューのアイコン上で左ボタンを押します。 

メインメニュー表示  右ボタンを押しながら左ボタンを長押しします。 

※ 本機のセットアップ以外では使用しないでください。 

取消 右ボタンをクリックします。 

 

※ 右ボタンの代わりに中央ボタンでも同様の操作を行うことができます。 

 

  

各部称 

  

1 左ボタン 

2 中央ボタン 

3 右ボタン 

マウス操作

1
2
3
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8.2  ペン操作方法 

ペンを使用して描画や各種設定を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 8-2] ペン操作 

 

[表 8.2] ペン操作 

メニュー 操作説明 

全消去 サイドスイッチを長押しします。 

※ ペン先をタッチさせる必要はありません。 

線色選択 サイドスイッチを押しながらペン先をタッチするたびに、線色が順番に切り換

わり、選択した色が一瞬画面の右下に表示されます。目的の色が表示されたら、

サイドスイッチを離します。 

※ 上記の動作を行うとペンとマウスは別々の色で描画することが可能になります。 

自由描画 ペン先をタッチしながらペンを動かします。ペン先を離した場所まで描画され

ます。 

選択 ツールバーメニューやメインメニューのアイコン上にペン先をタッチします。 

メインメニュー表示 サイドスイッチを押しながらペン先を長押し(タッチ)します。 

※ 本機のセットアップ以外では使用しないでください。 

取消 サイドスイッチをクリックします。 

※ ペン先をタッチさせる必要はありません。 

 

※ ペン先の代わりにテールスイッチをタッチすることでも同様の操作を行うことができます。 

※ タッチとは、ペン先またはテールスイッチがタブレットに触れる操作を示します。 

 

【注意】使用するペンや液晶タブレットによっては上記の動作をしない場合があります。 

 

  

設定手順 

  

1 テールスイッチ 

2 サイドスイッチ 

3 ペン先 

ペン操作

1

2

3
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8.3  キーボード操作方法 

キーボードを使用し、本機の設定を変更することができます。 

使用方法、ショートカットキーの設定は以下を参照してください。 

 

[表 8.3] ショートカットキー 

コマンド キー 動作説明 

ポインタ選択  [F1] キーを押すたびにポインタが順番に切り換わり

ます。 

10.2.1 ポインタの設定 (P.37) 

線幅選択 (Line Style Selection) [F2] 線幅を変更します。 

10.2.3 線幅の設定 (P.40) 

図形描画 図形種類選択※1 [F3] 図形描画を選択します。キーを押すたびに描画す

る図形が切り換わります。四角形(塗りつぶしあ

り/なし)、円(塗りつぶしあり/なし)が選択できま

す。 

直線描画※1 [F5] 直線を描画します。直線の始点と終点を選択し、

その間に線が引かれます。 

テキスト描画 (Text Labels)※1※2 英数字キー テキストを描画します。 

テキスト入力 フォント選択 (Font 

Selection for Text Labels)※1 

[F6] 描画するテキストのフォントを選択します。キー

を押すたびにフォントが変わります。 

テキスト入力 フォントサイズ選択 

(Font Size for Text Labels)※1 

[Ctrl] + [F6] 描画するテキストのフォントサイズを選択しま

す。キーを押すたびにフォントサイズが変わりま

す。 

テキストバックカラー (Text 

Background On/Off)※1 

[F7] テキストのバックカラー(青色)の表示 / 非表示

を切り換えます。 

日時の設定 (Date / Time Setup) [Ctrl] + [F6] 日時を設定します。 

日時の表示 (Date / Time Display) [F8] 設定した日時を表示します。 

線色変更 (Color Change of Active 

Marker)※3 

[F9] キーを押すたびに接続されている全てのデバイ

スの線色が順番に切り換わります。 

10.2.4 カラーパレットのカスタマイズ (P.41) 

全消去 (Clear All Markers) [End] 現在、描画されている内容を全部消去します。33 

取消 (Undo) [Delete] 描画や消去などの直前の操作を取り消します。 

※ Erase Method を Undo に設定した時のみ動作します。 

10.2.2 消しゴムモードの有効化 (P.37) 

選択 (Select) [Enter] 項目の選択、マーカーやテキストの挿入に使用し

ます。  

描画位置の移動 (Positioning Marker 

or Cursor) 

矢印キー 描画位置を移動します。 

カーソルの精密移動 (Positioning 

Marker, Fine Control+) 

[Ctrl] + 矢印キ

ー 

カーソルを 1 ピクセル単位で移動します。 

オーバーレイ ブライトネス (Change 

Brightness)  

[F10] オーバーレイのブライトネスを変更します。 

10.2.5 ブライトレベルの調整 (P.42) 

ホワイトボード (Chalkboard On / Off) [F11] ホワイトボードを表示します。 

オーバーレイ 表示切り換え (Overlay 

of Markers On/Off)  

[F12] オーバーレイ(描画内容、ツールバー等)の表示 / 

非表示を切り換えます。 

静止 (Freeze Video Image) [Alt] + [F1] 映像を静止します。 

11.1 動画の静止 (P.67) 
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コマンド キー 動作説明 

USB メモリへの画像保存 (Save 

image) 

[Alt] + [F2] USB メモリへ画像を保存します。 

11.2 動画の静止 

本機は動画内の特定フレームに描画するために、

動画を静止させることができます。 

 

 

【注意】 「Freeze」コマンドにより、ソース機

器の再生は止まりません。ソース機器を

停止させる場合、ソース機器の停止機能

やフリーズ機能を有効にしてください。 

 

画像の保存 (P.68) 

番号 手順 使用例 

1 「Freeze」コマンドを以下のどちらかで実

行します。 

 

キーボード：[Alt] + [F1] を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Freeze」を設定したタ

ッチエリアをタッチします。 

 

「Freeze」コマンドが実行されたタイミン

グで、表示されている映像が静止します。 

 

 

 

 

 

 

2 静止後は、静止した画像に描画することが

できます。また保存や印刷も可能です。 

 

 

 

3 「Freeze」コマンドを再度実行すると、静

止が解除され、通常の映像表示に戻ります。 

 

 

USB メモリからの画像読み込み (Get 

image) 

[Alt] + [F3] USB メモリから画像を読み込みます。 

11.3  
画像の呼び出し (P.74) 

印刷 (Print Image) [Alt] + [F4] 画像の印刷を行います。 

11.4 画像の印刷 (P.76) 
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コマンド キー 動作説明 

TFTP に画像保存 [Alt] + [F6] TFTP を利用して画像を保存します。 

11.2 動画の静止 

本機は動画内の特定フレームに描画するために、

動画を静止させることができます。 

 

 

【注意】 「Freeze」コマンドにより、ソース機

器の再生は止まりません。ソース機器を

停止させる場合、ソース機器の停止機能

やフリーズ機能を有効にしてください。 

 

画像の保存 (P.68) 

番号 手順 使用例 

1 「Freeze」コマンドを以下のどちらかで実

行します。 

 

キーボード：[Alt] + [F1] を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Freeze」を設定したタ

ッチエリアをタッチします。 

 

「Freeze」コマンドが実行されたタイミン

グで、表示されている映像が静止します。 

 

 

 

 

 

 

2 静止後は、静止した画像に描画することが

できます。また保存や印刷も可能です。 

 

 

 

3 「Freeze」コマンドを再度実行すると、静

止が解除され、通常の映像表示に戻ります。 

 

 

TFTP から画像呼び出し [Alt] + [F7] TFTP サーバーから画像を読み込みます。  

11.3 画像の呼び出し (P.74) 
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コマンド キー 動作説明 

SMB（Windows 共有フォルダ）に画像

保存 

[Alt] + [F8] SMB を利用して画像を保存します。 

11.2 動画の静止 

本機は動画内の特定フレームに描画するために、

動画を静止させることができます。 

 

 

【注意】 「Freeze」コマンドにより、ソース機

器の再生は止まりません。ソース機器を

停止させる場合、ソース機器の停止機能

やフリーズ機能を有効にしてください。 

 

画像の保存 (P.68) 

番号 手順 使用例 

1 「Freeze」コマンドを以下のどちらかで実

行します。 

 

キーボード：[Alt] + [F1] を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Freeze」を設定したタ

ッチエリアをタッチします。 

 

「Freeze」コマンドが実行されたタイミン

グで、表示されている映像が静止します。 

 

 

 

 

 

 

2 静止後は、静止した画像に描画することが

できます。また保存や印刷も可能です。 

 

 

 

3 「Freeze」コマンドを再度実行すると、静

止が解除され、通常の映像表示に戻ります。 

 

 

SMB から画像呼び出し [Alt] + [F9] Windows共有フォルダから画像を読み込みます。 

11.3  
画像の呼び出し (P.74) 

レコーディング [Alt] + [F10] 動画を保存します。 

9.6 レコーディング (P.32) 

※ 本機能は現バージョンでは対応していません。 

メインメニュー表示  [Print Screen] 

([PrtScn]) 

メインメニューを表示します。 

10.1.2 エラー! 参照元が見つかりません。 

(P.34) 

ポインタ 表示切り換え [Home] ポインタを非表示にします。 

再起動 [Ctrl] + [Alt] + 

[Del] 

本機を再起動します。 

初期化 [Ctrl] + [Alt] + 

[End] 

本機の初期化を行います。 

 

トグル設定切り換え (Reverse 

Toggle) 

[Shift] + 

[Function Key] 

上述のファンクションキーと組み合わせること

で、ポインタや線幅などを逆順に切り換えます。 



VP-S1 取扱説明書 ＜ユーザーズガイド＞    

27 

 

※1 キーボード専用の描画機能です。マウスや他のデバイスでは使用できません。 

 

※2 入力可能文字は英数字と記号のみです。日本語入力には対応していません。 

 

※3 本機は接続するデバイス毎に線色が設定されます。そのため、キーボードで変更した線色と他のデバイスの線色が異なる場合が

あります。9.2 自由描画 (P.29)を参考にして、デバイスとキーボードの線色を変更してください。 
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9.  基本操作 

電源を起動し、本機が操作可能になると出力映像下部中央に「ツールバー」アイコンが表示されます。 

 

 
[図 9-1] 「ツールバー」アイコン 

 

上図のアイコンを選択すると、下図の「ツールバーメニュー」が表示されます。 

ここで、各種操作を行います。 

 

 

[図 9-2] ツールバーメニュー 

 

[表 9.1] ツールバーメニュー 

 

 

  

番号 内容 説明 

①  全消去 現在表示されている描画内容をすべて消去します。 

②  消しゴム 描画した内容を消去することができます。 

③  自由描画 自由に描画することができます。 

④  ホワイトボード機能 ホワイトボードを表示します。 

⑤  HDMI 入力選択 HDMI の入力映像を表示します。 

⑥  USB カメラ入力選択 USB カメラの入力映像を表示します。 

⑦  ストリーミング入力 ストリーミングの入力映像を表示します。 

⑧  PIP 表示 HDMI 入力または USB カメラ入力映像を PIP 表示できます。 

⑨  音声ボリューム 入力映像の音量を調整できます。 

⑩  スライド操作 Bluetooth で PC に接続し、パワーポイントのスライドのページ操

作が可能です。 

※ 本機能は現バージョンでは対応していません。 

⑪  レコーディング USB3.0 端子に接続した USB メモリに動画の保存が可能です。 

※ 本機能は現バージョンでは対応していません。 
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9.1 消しゴム 

描画した部分を削除します。 

「消しゴム」アイコンを選択すると、画面上部に消しゴムの大きさを選択するサブメニューが表示されます。 

 

 

【注意】消しゴムを使用しても、入力された映像を消去することはできません。 

9.2 自由描画 

画面に自由に描画できます。 

「自由描画」アイコンを選択すると、画面上部にペン色および線幅を選択するサブメニューが表示されます。 

 

番号 手順 アイコン 使用例 

1 消しゴムアイコンを選択しま

す。 

 

 

2 画面上部にサブメニューが表

示されます。 

「小」「中」「大」より、 

消しゴムの大きさを選択しま

す。 

消去したい部分をなぞると、な

ぞった部分が消去されます。 
 

 

番号 手順 アイコン 使用例 

1 「自由描画」アイコンを選択

し、描画を行います。ペンで

画面の好きな位置にタッチ

し、そのままペンを動かすと

描画を行います。 

 

※ マウスの場合は、タッチ

の代わりに左クリック

し、ドラッグすること

で、同様の動作を行いま

す。 

 

 

「TEST」を描画 
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9.3 映像入力選択 

映像の入力チャンネルまたはホワイトボード表示を選択できます。 

 

アイコン 内容 説明 

 

ホワイトボード機能 
白地背景のホワイトボード画面を表示しま

す。 

 

HDMI 入力選択 HDMI の入力映像を表示します。 

 

USB カメラ入力選択 USB カメラの入力映像を表示します。 

 

ストリーミング入力 

(Airplay・Googlecast) 
ストリーミングの入力映像を表示します。 

 

  

2 画面上部にサブメニューが

表示されます。 

「小」「中」「大」より線幅

を選択します。その後、設定

した線幅で描画できます。  

各線幅で描画 

 

3 7 種類の線色から任意の線色

を選択します。その後、設定

した色で描画できます。 

 

ホワイトボードに基本色の 7 色で描画 

 



VP-S1 取扱説明書 ＜ユーザーズガイド＞    

31 

9.4  PIP 表示選択 

HDMI または USB カメラの映像を小さいウィンドウでピクチャー・イン・ピクチャー（PIP）表示すること

が可能です。PIP ウィンドウは 3 種類の表示方法から選択できます。 

 

番号 手順 アイコン 使用例 

1 ツールバーより「PIP 表示」ア

イコンを選択します。画面上部

に表示されます。 

 

 

 

 

2 PIPウィンドウの表示方法を選

択します。 

① 通常表示モード（PIP 表示

OFF）になります。 

② 主画面内の右上にPIPウィ

ンドウを表示します。 

③ 主画面とPIPウィンドウを

横並び（サイド・バイ・サ

イド表示）にします。 

④ 主画面外の上部にPIPウィ

ンドウを小さく表示しま

す。 

 

② 

 

③ 

 

④ 
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9.5  音声ボリューム 

現在表示中の入力映像の音量を調整できます。 

 

アイコン 内容 説明 

 

音声ボリュームアップ タップすると音声が一段階上がります。 

 

音声ボリュームダウン タップすると音声が一段階下がります。 

 

音声ミュート タップすると音声がミュートします。 

 

9.6  レコーディング 

本機本体に接続した USB メモリにプレゼンテーションを動画形式で保存できます。 

※ 本機能は現バージョンでは対応していません。 

 

3 PIPウィンドウ内に表示する入

力チャンネルを選択します。 

⑤ HDMI の入力映像を表示し

ます。 

⑥ USB カメラの入力映像を

表示します。 

 

 

番号 手順 アイコン 使用例 

1 「レコーディング」アイコンを選

択します。 

「DISK TRANSFER INFO: 

START VIDEO RECORD」のメッ

セージが表示され、レコーディン

グが開始されます。 
 

レコーディングの開始 
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【注意】USB メモリは本機の電源投入前に本機に接続しておく必要があります。また、USB メモリは FAT16 

/ FAT32 形式でフォーマットされている必要があります。 

 

2 レコーディングを停止する場合

は、再度「レコーディング」アイ

コンを選択します。 

「DISK TRANSFER INFO: STOP 

VIDEO RECORD」のメッセージ

が表示され、USB メモリに動画フ

ァイルが保存されます。 

 

レコーディングの停止 
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10. メニュー操作と設定 

ここからはメニュー操作と各機能について説明します。 

10.1 VP-S1 メニューシステム (Menu System) 

 

10.1.1 概要 

本機には 2 つのメニューがあります。 

1 つはスクリーンの下部に表示されるツールバーメニューです。ツールバーメニューよって、線幅や線色の

の変更や入力ソースの変更が可能です。これらはペンタブレットのツールバーアイコンに触れることで有効

になります。 

もう 1 つは、主に設定や構成に利用するメニューシステム (Menu System) です。このメニューは、本機の

ネットワーク設定やキャリブレーション設定を行う際に利用します。メニューシステムは、専用アプリやブ

ラウザからはすべての操作を行うことはできません。 

 

 

10.1.2 メニューの基礎 

メインメニュー (Main Menu) の操作はキーボードで行います。キーボードを接続しない場合は、ペンタブレ

ットからメニューシステムにアクセスできます。 

 

 

 

キーボードの「Print Screen」キーを押してください。画面上にメインメニューが表示されます。 

 

【注意】ペンタブレットの場合はサイドスイッチを押しながらペン先を長押し (タッチ) してください。ペン

先をタッチせずサイドスイッチを押し続けると全消去の操作になりますのでご注意ください。 
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10.1.3 メニュー表記 

メニューを操作して変更したいオプションに移動します。各メニュー選択は画面に四角のボタンで表示され

ます。 

 

未選択の場合： 

ボタンが選択されていない場合、背景は黒く表示されます。 

 

 

選択された場合： 

ボタンが選択されると背景色は青に変化します。 

 

 

ペンをメニュー上に浮かせている状態の場合： 

メニューの文字が、白色に変化します。 

 
 

サブメニュー (Sub Menu)： 

メインメニューからの選択により、サブメニューが表示されます。サブメニューはメインメニューの隣に表

示されます。サブメニューの選択後、第 2 のサブメニューが表示される場合があります。 

 

 

10.1.4 メニュー選択・終了 

キーボード： 

カーソルキーを使って移動し、Enter キーで選択します。 

 

ペンタブレット： 

スクリーン上で選択したいオプションをタップします。 

 

マウス： 

選択したいオプションの上で左ボタンをクリックします。 
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サブメニューを終了する際は、メインメニューの別のオプションを選択してください。メニューシステムを

終了する場合は「Exit」を選択してください。 
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10.2 基本設定 (Annotation) 

基本設定は「ポインタ」「線幅」「カラーパレット」「オーバーレイ ブライトネス」などの主に描画に関係

する設定を行うことができます。一度設定を行うと、本機は電源を切ってもその設定を保持します。いくつ

かの機能に関しては、キーボードから直接アクセスすることができます。 

 

 

10.2.1 ポインタの設定  

オーバーレイ上に配置するポインタの形状を設定します。 

 

【注意】 

⚫ キーボードの [F1] キーを押すことでも、ポインタの形状を切り換えることができます。 

⚫ オーバーレイ上に配置済みのポインタの形状は変更できません。 

 

 

 

 

10.2.2 消しゴムモードの有効化 

マウスの右ボタン、またはキーボードの [Delete] キーを押すことで、消しゴムツール (Erase) を利用して

描画内容の一部を消去できます。これらの動作はメニューシステムから設定、変更ができます。 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューから「Annotation」を選択し、

アノテーションメニューを表示します。 

 

2 「Pointers」を選択しポインタダイアログを

表示します。 

ポインタの形状を選択します。現在選択さ

れている項目が選択色（青）で表示されま

す。 

 

「No Pointer」を選択すると、ポインタは非

表示になります。 
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10.2.2.1. 消しゴム (Erase) モード 

タッチデバイスやマウスでなぞった部分の描画内容だけを消去できます。 

 

【注意】 

⚫ 消しゴムモードを選択中は、取消モードの操作はできません。 

⚫ キーボードの [Delete] キーでは動作しません。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 メインメニューから「Annotation」を選択し、

「Annotation」メニューを表示します。 

 

2 「Erase Method =>」を選択すると、「Erase 

Method」メニューが表示されます。消しゴ

ムサイズを小 (Small)、中 (Medium)、大 

(Large) から選択します。 

 

 

3 設定後、メニューを閉じてください。 
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10.2.2.2. 取消 (Undo) モード 

マウスの右クリックもしくはキーボードの [Delete] キーを押す度に、直前に描画した内容を元の状態に戻し

ます。画面上の描画内容が無くなるまで繰り返し実行することが可能です。 

 

【注意】取消モードを選択中は、消しゴムモードの操作はできません。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 「Annotation」メニューから「Erase Method 

=>」を選択し、「Erase Method」メニュー

を表示します。 

「Undo」を選択します。 

 

 

2 設定後、メニューを閉じてください。 
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10.2.3 線幅の設定 

線幅を設定します。線幅の種類は「極細」「細」「中」「太」の 4 種類に各「影付き」を加え、計 8 種類か

ら選択できます。 

 

【注意】 

⚫ キーボードの [F2] キーを押すことでも、ラインスタイルを切り換えることができます。 

⚫ ここで設定する線幅は、メインメニューを開く際に使用したデバイスに適用されます。 

⚫ オーバーレイ上に描画済みの線幅や線色は変更できません。 

 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 メインメニューから「Annotation」を選択し、

「Annotation」メニューを表示します。 

 

2 「Line Style」を選択し「Line Style」メニュ

ーを表示します。線幅と影の有無を選択し

ます。 

 

《注意》 

影は常時黒で表示されます。そのため線色

が黒の場合、影は表示されません。 
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10.2.4 カラーパレットのカスタマイズ 

各描画デバイスで線色選択の操作を行った際に選択できる線色を設定します。プレゼンテーション中に使う

色を事前に選択しておくことが可能です。 

 

【注意】ツールバーから線色を選択した場合は、選択した線色は自動で有効になります。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 メインメニューから「Annotation」を選択し、

「Annotation」メニューを表示します。 

 

 

2 「Color Palette」を選択すると、「Color 

Palette」メニューがメインメニューの隣に

表示されます。 

 

 

3 プレゼンテーションで利用可能にしたい色

を選択します。 

 

《注意》 

⚫ 有効の場合は項目が選択色（青）で囲

まれます。 

⚫ 最低 1 色は選択してください。1 色のみ

選択した際は、2 色目を選択するまで選

択を解除できません。 

 

4 「Display Color Change」オプションを有効

にすると、線色変更の操作を実行した際に、

小さなカラーブロックをディスプレイ右下

に表示します。 

通常はポインタの色で現在の選択色が判別

できますが、ポインタが非表示の場合は、

カラーブロックで選択色の確認ができま

す。 

 

 

5 設定後、「Color Palette」メニューを閉じて

ください。 
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10.2.5 ブライトレベルの調整 

オーバーレイ上でマーカーのブライトレベルを選択することができます。ブライトネスを調整することで、

描画と映像の間に最適なコントラストを作り出すことができます。 

 

【注意】 

⚫ キーボードの [F10] キーでもブライトネスを調整することが可能です。 

別の機能を選択すると、ブライトネスの設定を終了します。 

⚫ キーボードで設定した場合、メニューシステムの設定よりも優先されます。 

⚫ 入力映像自体のブライトネスは変化しません。 

 

 

 

 

 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューから「Annotation」を選択し、

「Annotation」メニューを表示します。 

 

 

2 「Brightness」を選択すると、「Set 

brightness」ダイアログがメインメニューに

代わって表示されます。 

 

 

3 ブライトネスのレベルを設定します。 

 

《注意》 

インジケータを左に移動すると、本機のマ

ーカーとメニューのブライトネスは減少し

ます。ブライトネスがディスプレイに対し

て大きく設定されすぎると、マーカーが映

像上で不鮮明になります。 

 

4 「OK」ボタンを押すことで、メニューが終

了します。 
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10.3 表示設定 (Display) 

 

10.3.1 映像ソースオプション 

「Video Source」メニューにより、表示する映像を 3 つの入力ソースとホワイトボードから選択できます。 

 

 

 

なお、ソース選択はメインメニューから行うことも可能です。設定方法は以下になります。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 ツールバーアイコンを選択し、ツールバー

メニューを有効にしてください。 

 
 

2 ツールバーメニューからホワイトボード、

USB カメラ、HDMI ソース等の映像ソース

を選択できます。 

 

 

3 利用したいソースのアイコンを選択してく

ださい。 

 

 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューを表示し、「Display」を選

択してください。「Display」メニューが表

示されます。 

 

 

2 「Video Source」を選択すると、「Video 

Source」メニューが表示されます。 

 

3 設定後、メニューを閉じてください。 
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10.3.2 映像スタートアップ設定 

本機の起動直後に表示する入力映像を設定します。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 メインメニューを表示し、「Display」を選

択してください。「Display」メニューが表

示されます。 

 

 

2 「Video Startup」を選択すると、「Video 

Source」メニューが表示されます。 

 

Last Selected ：電源 OFF の直前に選択し

ていた入力映像を表示します。 

 

3 設定後、メニューを閉じてください。 
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10.3.3 映像出力の設定 

本機から出力される映像について設定します。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 メインメニューを表示し、「Display」を選

択してください。「Display」メニューが表

示されます。 

  

2 「Display」メニューから「Video Output」

を選択してください。「Video output」ダイ

アログがメインメニューの隣に表示されま

す。 

 
 

3 アスペクト比の項目を選択すると、関連す

る出力解像度がメインメニューの隣に表示

されます。 

 

4 解像度を選択します。選択された解像度に

出力フォーマットを変更します。 

 

例：4×3 のアスペクト比を設定後に解像度

（640 x 480）を選択します。 
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10.3.4 EDID 

本機の HDMI 入力の EDID を設定できます。 

 

 

  

  

番号 手順 使用例 

1 メインメニューを表示し、「Display」を選

択してください。「Display」メニューが表

示されます。 

  

2 「Display」メニューから「EDID」を選択し

てください。「EDID」メニューが表示され

ます。 

 

3 「Force」を「OFF」に設定すると、本機の

EDID は初期値の 1920x1080P になります。

「ON」に設定すると、選択した EDID に変

更されます。 

 

4 手順 3 で「ON」を設定した場合、アスペク

ト比を選択して解像度を選択してくださ

い。HDMI 入力の EDID を選択した解像度に

変更します。 

 

例：4×3 のアスペクト比を設定後に EDID

の解像度（640 x 480）を選択します。 
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10.3.5 タッチエリア設定 

ペンタブレット上の様々な領域にタッチスクリーンコマンドを割り当てることができます。コマンドを設定

した領域に触れると、割り当てたコマンドが実行されます。タッチエリアにコマンドを割り当てない場合は

「None」を設定します。 

 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューを表示し、「Display」を選

択してください。「Display」メニューが表

示されます。 

 

 

2 「Display」メニューから「Touch Areas」を

選択してください。「Touch Area」メニュ

ーが表示されます。 

 

3 「Touch Areas」メニューからコマンドを割

り当てたい領域のタッチエリアを選択する

と、「Touch Screen Area Select」メニュー

が表示されます。メニューから利用したい

コマンドを選択してください。各コマンド

に関しては、以下の表をご確認ください。 

 

[表 10.1] 「Touch Screen Area Select」メ

ニューコマンド (P.48) 

 

 

4 「Previous」を選択すると、「Touch Areas」

メニューに戻ります。 

 

5 手順 3～手順 4 を繰り返すことでタッチエ

リアの設定を行います。 

 

 

6 中央のメニューについて 

 

Toolbar： 

スクリーン下部に表示されるツールバーの

有効/無効を設定できます。  
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[表 10.1] 「Touch Screen Area Select」メニューコマンド 

コマンド 動作説明 

None コマンド割り当てなし。 

Clear 現在描画されている内容を全部消去します。 

Undo 描画や消去などの直前の操作を取り消します。 

Color 実行したデバイスの線色を順番に切り換えます。描画済みの線は変更されません。 

10.2.4 カラーパレットのカスタマイズ (P.41) 

Freeze 映像を静止します。 

11.1 動画の静止 (P.6734) 

Print 画像の印刷を行います。 

11.4 エラー! 参照元が見つかりません。 (P.76) 

Color 

Mode 

線色の種類を通常色とハイライト色の間で切り換えます。ハイライト色は黄、紫、緑の 3 色から

選択できます。描画済みの線は変更されません。 

Audio 

Volume 

入力映像の音量を調整できます。 

Clear Me 実行したデバイスが書き込んだ描画内容のみを消去します。 

Previous=

> 

前のメニューに戻ります。 

Image 

Save 

USB メモリへ画像を保存します。 

11.2 動画の静止 

本機は動画内の特定フレームに描画するために、動画を静止させることができます。 

 

番号 手順 使用例 

1 「Freeze」コマンドを以下のどちらかで実

行します。 

 

キーボード：[Alt] + [F1] を押します。 

 

 

 

 

 

  

Touch Areas： 

タッチエリアの設定の有効/無効を設定でき

ます。 

 

Labels： 

タッチエリアにラベル表示（白、青、黄）

を設定できます。 

 

7 設定完了後、「Previous Menu」を選択して

メニューを終了してください。 
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【注意】 「Freeze」コマンドにより、ソース機器の再生は止まりません。ソース機器を停止さ

せる場合、ソース機器の停止機能やフリーズ機能を有効にしてください。 

 

画像の保存 (P.68) 

 

ペンタブレット ：「Freeze」を設定したタ

ッチエリアをタッチします。 

 

「Freeze」コマンドが実行されたタイミン

グで、表示されている映像が静止します。 

 

 

2 静止後は、静止した画像に描画することが

できます。また保存や印刷も可能です。 

 

 

 

3 「Freeze」コマンドを再度実行すると、静

止が解除され、通常の映像表示に戻ります。 

 

 

Image 

Get 

USB メモリに保存した画像を呼び出します。 

11.3 画像の呼び出し (P.74) 

Main 

Menu 

メインメニューを表示します。 

Next 

Video / 

Prev 

Video 

表示映像を HDMI 入力、ホワイトボード間で切り換えます。 

Undo Me 実行したデバイスが書き込んだ描画や消去などの直前の操作のみを取り消します。 

Video 

Record 

動画を保存します。 

9.6 レコーディング (P.32) 

※ 本機能は現バージョンでは対応していません。 

 

 

10.3.6 システム情報 (System information) 

System info では、本機に関する情報を表示します。本メニューはトラブルシューティングの際に有効です。 

 

番号 手順 使用例 

1 「Display」メニューを表示し、「System 

Info」を選択します。 
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2 システム情報 (System information) が

表示されます。 

 

※ 右の項目と表示内容が若干異なる

場合があります。 
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10.4 画像および動画の保存設定 (Capture) 

本機は、マーカーを描画した画面をキャプチャし、USB メモリ等にファイル形式で保存できます。保存した

画像を読み込んで表示させることも可能です。また、サポートされている画像形式であれば、コンピュータ

上で作成された画像ファイルを呼び出すことも可能です。 

 

10.4.1 キャプチャオプション 

キャプチャした画面領域は、USB メモリ、また TFTP サーバーや SMB（Windows 共有）が動作するコンピ

ュータ上に画像ファイルとして保存できます。ファイルは 24 ビットカラーの bitmap（拡張子.bmp）または

jpeg（拡張子.jpg）で保存できます。画像のサイズは、本機の出力解像度と同等のサイズになります。 

 

イメージデフォルト (Image Defaults) メニューにて、画像の保存先デバイス、ディレクトリ、ファイル名、

順序番号付けの設定ができます。また、画像保存時に表示する確認ダイアログ（Verify）の有効/無効を設定

できます。 

 

 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューから「Capture」を選択し、

「Image Defaults」もしくは「Video 

Defaults」を選択します。「Image File」メ

ニューもしくは「Video File」メニューが表

示されます。 

 

2 Dir： 

ファイルを保存するディレクトリ名を入力

してください。入力は英数字 8 文字以内で

ある必要があり、スペースやサブディレク

トリは利用できません。 

 

Prefix： 

ファイル名の始まりの文字を入力してくだ

さい。英数字 5 文字以内で、スペースは利

用できません。工場出荷時は初期値「IMG」

が設定されています。 

 

Index： 

ナンバリングを開始する番号を入力しま

す。画像を保存する度に数字が 1 つ増加し

ます。例えばファイル名を「img1.bmp.」と

した場合、それ以降の画像は「img2.bmp.」、

「img3.bmp.」という名前で保存されます。

工場出荷時の設定は 1 となっており、設定

した値は電源を落としても本機内に保持さ

れます。 
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Destination： 

保存したファイルの保存先を選択します。

保存先 (Destination) は USB、TFTP、SMB

から選択します。タッチエリアの「Save 

Image」コマンドを実行した際、ここで選択

した場所に画像が保存されます。 

 

Verify： 

ファイルが無事保存・印刷されたか確認す

ることが重要となる状況では、本設定によ

り最終的な結果を確認することができま

す。確認 (Verify) を ON に設定すると、保

存や印刷の実行後にダイアログが表示さ

れ、保存・印刷の完了結果を知らせます。 

 

 

4 設定完了後、「Previous Menu」を選択して

メニューを終了してください。 
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10.4.2 ストリーミング設定 

本機に表示される映像を、iPad や iPhone の専用アプリケーション上にストリーミング配信することが可能

です。 

 

 

 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューから「Capture」を選択し、

「Streaming Output」を選択します。 

 

2 Streaming： 

ストリーミング配信の有効/無効を設定しま

す。 

Enable …有効 

Disable…無効 

 

ストリーミング解像度を設定します。工場

出荷時は 848x480 (推奨解像度) が設定され

ています。 

解像度を選択後に「Apply Settings」を選択

することで設定が反映されます。  

 

3 設定完了後、「Previous Menu」を選択して

メニューを終了してください。 

 

 



VP-S1 取扱説明書 ＜ユーザーズガイド＞   

54 

10.5 デバイス設定 (Devices) 

本機のポートに接続されたデバイスは、通常自動認識されます。 

ただし、自動認識されない機器に関しては、手動での設定変更が必要な場合があります。ポートのコミュニ

ケーション設定は、手動で行うことができます。これにより、本機は以下のシステムと統合することが可能

です。 

 

⚫ AV 機器とプレゼンテーションを制御する統合 AV システム 

⚫ 本機に制御コマンドを送る外部制御コントローラ 

 

10.5.1 シリアルポート 

シリアルポートは制御コントローラやその他のシステムと接続する際に利用します。複数のコントローラが

接続された場合は、シリアルポートダイアログで優先順位の設定を行うことが可能です。 

 

10.5.1.1. シリアルポートのイニシャライズ 

本機は起動時にシリアルポートをイニシャライズして、各ポートにどのような機器が接続されているのかを

確認します。本機は様々な外部デバイスに対応しており、工場出荷時の自動認識モードの場合、各ポートに

接続されている対応機器を確認します。そのため、このプロセスにかかる時間が長くなってしまう場合があ

ります。 

 

【注意】本機は制御及び描画用デバイスのみ自動認識します。その他のデバイスについては、手動で設定す

る必要があります。  
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10.5.1.2. シリアルデバイスの指定 

指定したポートのイニシャライズを、常時割り当てられたデバイスに固定することが可能です。 

この設定を行った場合、指定したポートは本機起動時のイニシャライズが省略され、起動時間が短縮されま

す。割り当てたデバイスタイプによっては、起動時にイニシャライズが実行される場合があります。 

 

番号 手順 使用例 

1 メニューから「Device」を選択します。 

 

2 「Serial Ports」を選択すると、各シリアル

ポートのデバイスドライバが表示されま

す。 

常時設定したいポートの「=>」を選択して

ください。 

 

《注意》 

⚫ 何も接続されていない場合、“Do not 

use”と表示されます。 

⚫ 2 番ポートは“Control Port”が初期値

に設定されています。 

 

 

3 「Device Select Port」ダイアログが表示さ

れます。 

「Page up」、「Page down」ボタンを選択

してリストのページを移動し、デバイス名

を選択します。 

 

設定したいデバイスを選択すると、選択さ

れたデバイスはリストの中央に移動しま

す。 

 

各デバイス右側の「？」を選択すると、デ

バイスの詳細情報が表示されます。他のシ

ステムとのコミュニケーションに使用され

ているデバイスが選択されると、「？」が

「=>」に置き換わります。「=>」を選択す

ると、コントロールポートのサブメニュー

が表示されます。 

 

「Serial Ports」メニューに戻る場合は、

「Return」を選択するか「Input Devices」

から「Serial Ports」を選択してください。 

 

 

4 【オプション】 

「Serial Ports」メニュー上でデバイスを変

更することも可能です。 

 

デバイス名を選択している状態で Enter キ
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ーを押すか、またはデバイス名をペンでタ

ッチすると、表示しているデバイス名が別

のデバイスに切り換わります。本操作で切

り換え可能なデバイスは、「Device Select」

ダイアログで表示されるリストの省略版で

す。 

 

デバイス名の右側をクリックすると 1 つ進

み、左側をクリックすると 1 つ前に戻りま

す。キーボードの Enter キーを使用した場合

は、デバイス名はリストの逆方向のみに切

り換わります。 

目的のデバイスが表示されるまでクリック

を繰り返します。設定確定後に本機を再起

動すると、常時設定された状態になります。 

 

《注意》 

設定したポートを他のシステムに接続して

利用する場合、メニューから出る前に

COMM ポートのパラメータを設定する必要

があります。後述の COMM ポートパラメー

タの設定をご確認ください。 

 

5 メニューから出て、本機を再起動してくだ

さい。新しいデバイス設定を有効にするに

は、本機の再起動が必要です。 

または「Serial Ports」ダイアログに戻って

番号の記載された赤く塗りつぶされたボッ

クスを選択することによっても、デバイス

を有効化することができます。 

 

《注意》 

ボックスが赤く塗りつぶされた状態の場

合、シリアルポートの設定は適用されてい

ません。 
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10.5.1.3. COMM ポートパラメータの設定 

COMM ポートを「Contorl Port」に設定した場合は、パラメータの設定が必要です。 

 

【注意】 本機を RS-232C を使って遠隔で制御する場合は、「Serial Ports」の設定で「Control Port」を選択

します。 

 

 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 他システムを接続しているポートの

「Device Select」メニューから、適切なデ

バイスを選択してください。通常「？」が

表示される部分で「=>」が表示されます。 

 

《注意》 

2 つの COMM ポートのうち、1 つだけがコ

ントロールポートに設定される場合があり

ます。他システムに接続したいデバイスが

利用できない場合は、もう一方のポートが

利用できるか確認してください。 

 

2 デバイスの隣にある「=>」を有効にし、コ

ミュニケーションパラメータを設定してく

ださい。該当するサブメニューが表示され

ます。ボーレートとパリティ、ストップビ

ットを選択してください。 

 

《注意》 

工場出荷時の設定： 

ボーレート 9600 

パリティ None 

ストップビット 1 

※ データビットは常時「8」となり、変更

はできません。 

 

 

3 「Return」を選択してメニューから出ます。

その後、本機を再起動してください。再起

動後に新しい設定が反映されます。 

 

 



VP-S1 取扱説明書 ＜ユーザーズガイド＞   

58 

10.5.2 USB デバイスの指定 

USB デバイスの指定は、以下の方法で行うことができます。 

 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューを表示し、「Device」を選

択します。 

 

2 「USB Ports」を選択すると「USB Ports」

メニューが表示されます。 

 

 

 
 

3 「Input Devices」を選択すると、「USB 

Devices」メニューが表示されます。最大 5

つの USB デバイスが接続でき、USB ハブを

接続することで接続数を増やすことができ

ます。 

 

《注意》 

本機にインストールされたすべての USB デ

バイスは、ポート番号によってリスト化さ

れます。デバイスは各番号の右側に表示さ

れます。本機起動時の自動認識によって割

り当てられたデバイスが青で表示されま

す。 

 

「？」ボタンを選択すると、「Device Select」

メニューのベンダーとプロダクト ID が表示

されます。 

 

 

4 【オプション】 

常時利用したいデバイスを選択すると、文

字の色が青から白に変化します。 

 

デバイスが接続されている USB ポートを変

更した場合でも、自動認識機能が作動しデ

バイスを認識します。 

 

デバイスを手動で変更する場合、変更した

いデバイスの右に表示される「=>」を選択

してください。「Device Select」メニュー

が表示されます。 

 

「Device Select」メニューには本機によっ

て現在サポートされているすべてのデバイ

スがアルファベット順に表示されます。

「Page Up」と「Page Down」ボタンを押
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してページをスクロールし、設定したいデ

バイスを選択すると、選択したデバイス名

がリストの中央に移動します。 

 

右側の「？」部分を選択すると、デバイス

の詳細情報が表示されます。 

 

「Return」ボタンを押すと、「Device Select」

ダイアログに戻ります。 

 

5 「Return」を選択してメニューから出ます。

その後、本機を再起動してください。再起

動後に新しい設定が反映されます。 
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10.6 ネットワーク設定 (Network) 

本機の TCP/IP ネットワークに関する設定を行います。 

 

10.6.1 TCP/IP 設定 

 

番号 手順 使用例 

1 キーボードの「Print screen」キーを押して

メインメニューを開き、「NETWORK」を

選択してください。「Network」メニューが

表示されます。 

 

 

2 「Network Setup」を選択すると、「Network 

setup」メニューが表示されます。本機のネ

ットワーク設定を行います。 

 

3 IP アドレスの取得方法を「DHCP」もしく

は「Static」から選択します。ここでは

「Static」を選択して固定 IP アドレスを設定

する方法を説明します。 

 

DHCP： 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウ

ェイ、ネームサーバーが自動的に設定され

ます。 
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 Static: 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウ

ェイ、ネームサーバーを手動で設定できま

す。工場出荷時は、Static に設定されていま

す。 

 

工場出荷時の設定： 

IP アドレス: 10.0.4.1 

サブネット マスク: 255.255.0.0 

 

 

4 設定したい固定 IP アドレスを「Static I 

P Addr」の欄に入力し、サブネットマスク

を「Static Netmask」の欄に入力してくださ

い。 

 

Hostname： 

本機のホスト名を設定します。ここに入力

したホスト名が、ストリーミングデバイス

が本機に接続する際に使用されます。 

 

 

5 「Apply Settings」を押しとネットワーク設

定が反映されます。 

 

 

6 設定後、メインメニューの「EXIT」を選択

してメニューを終了してください。 
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10.6.2 プリンタ設定 

本機は、TCP/IP ネットワーク経由で接続されているプリンタで印刷を行うことができます。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 キーボードの「Print screen」キーを押して

メインメニューを開き、「Network」を選択

してください。「Network」メニューが表示

されます。 

 

 

2 IPAddr： 

プリンタの IP アドレスを設定します。工場

出荷時は 0.0.0.0 に設定されています。 

 

Port： 

プリンタが使用するポート番号を設定しま

す。工場出荷時は 515 に設定されています。 

 

Copies： 

印刷の部数を設定します。 

 

FIT TO PAGE： 

「Off」に設定した場合、キャプチャした画

像は元のアスペクト比で印刷されます。

「On」に設定した場合、キャプチャした画

像は印刷用紙のサイズに合うように印刷さ

れます。 

 

 

3 「Previous Menu」を選択すると「Network」

メニューに戻ります。 
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10.6.3 TFTP 設定 

TFTP プロトコルを使ってイメージの保存・呼び出しを行うことが可能です。 

 

【注意】 ファイルを保存する PC に、TFTP サーバーをインストールする必要があります。ファイアーウォ

ールが TFTP サーバーへのアクセスを遮断しないように注意してください。 

 

 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 メインメニューを表示し、「NETWORK」

を選択してください。「Network」メニュー

が表示されます。 

 

 

2 「TFTP」を選択すると、「TFTP」メニュ

ーが表示されます。 

 

3 「IP Addr」に TETP サーバーの IP アドレス

を入力します。 

 

「Port」は、特に変更が無ければ 69 になり

ます。 

  

4 「Previous Menu」を選択すると「Network」

メニューに戻ります。 
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10.6.4 Windows Share (SMB) 設定 

SMB プロトコルでイメージの保存・呼び出しが可能です。 

 

【注意】  

⚫ ファイルを保存する WindowsPC 上に、共有フォルダを作成しておく必要があります。 

⚫ 本機は SMB バージョン 1.0 のプロトコルを使用してファイル共有を行います。接続先の Windows の設

定にて、SMB 1.0/CIFS が有効になっていることをご確認ください。無効になっている場合、本機は

Windows の共有フォルダに接続することができません。 

 

 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューを表示し、「NETWORK」

を選択してください。「Network」メニュー

が表示されます。 

 

 

2 「Windows Share」を選択すると、

「Windows Share」メニューが表示されま

す。 

 

3 それぞれの項目に Windows 共有フォルダの

設定を入力します。 

Server： 

ファイルを保存するサーバー名または IP ア

ドレスを入力します。 

 

Share： 

設定された共有フォルダ名を入力します。 

 

Username, Password： 

共有フォルダにログインするユーザー名と
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パスワードを入力します。 

 

Reconnect： 

On に設定すると、本機が起動すると同時に

共有フォルダに自動で接続するようになり

ます。 

 

4 「Connect Share」を選択すると、本機が 

Windows 共有フォルダに接続を開始しま

す。正常に接続できずエラーが表示される

場合は、設定を再度確認してください。 

 

 

5 「Previous Menu」を選択すると「Network」

メニューに戻ります。 
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10.6.5 セキュリティ(Security PIN)設定 

iPad アプリやブラウザを使用したストリーミング配信を行う際に、6 桁のセキュリティコード（PIN）を有

効にすることで、PIN を知らないユーザーへのストリーミング配信を制限できます。 

 

【注意】  

⚫ PIN は本機を起動する毎に変更されます。 

⚫ PIN はストリーミング入力の待機画面、またはシステム情報画面で確認できます。 

 

 

 

番号 手順 使用例 

1 メインメニューを表示し、「NETWORK」

を選択してください。「Network」メニュー

が表示されます。 

 

 

2 「Security」を On に設定すると、PIN が有

効になります。 

 

 

3 PIN はストリーミング入力の待機画面に表

示されます。 

 

ブラウザや iPad アプリを使用して本機に接

続した際、PIN の入力を求められます。 

本機上に表示している PIN を入力すること

で、本機のストリーミング映像を受信でき

るようになります。 
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11. 機能説明 

 

11.1 動画の静止 

本機は動画内の特定フレームに描画するために、動画を静止させることができます。 

 

 

【注意】 「Freeze」コマンドにより、ソース機器の再生は止まりません。ソース機器を停止させる場合、ソ

ース機器の停止機能やフリーズ機能を有効にしてください。 

  

番号 手順 使用例 

1 「Freeze」コマンドを以下のどちらかで実

行します。 

 

キーボード：[Alt] + [F1] を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Freeze」を設定したタ

ッチエリアをタッチします。 

 

「Freeze」コマンドが実行されたタイミン

グで、表示されている映像が静止します。 

 

 

 

 

 

 

2 静止後は、静止した画像に描画することが

できます。また保存や印刷も可能です。 

 

 

 

3 「Freeze」コマンドを再度実行すると、静

止が解除され、通常の映像表示に戻ります。 
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11.2 画像の保存 

本機は表示された画像を以下の方法で保存することができます。 

 

⚫ 映像を静止させ、その後保存する 

⚫ 映像のフレームを映像が動いている状態でキャプチャし、保存する 

⚫ 静止画を保存する 

 

キャプチャした画面領域は、USB メモリ、また TFTP サーバーや SMB（Windows 共有）が動作するコンピ

ュータ上に画像ファイルとして保存できます。ファイルは 24 ビットカラーの bitmap（拡張子.bmp）または

jpeg（拡張子.jpg）で保存できます。画像のサイズは、本機の出力解像度と同等のサイズになります。 

USB メモリは単一のデバイスである必要があります。複数ポートを有するメモリーカードリーダー等は使用

できません。また、USB メモリは FAT16 もしくは FAT32 にフォーマットする必要があります。 

 

 

【USB メモリへの保存】 

 

 

 

番号 手順 使用例 

1 以下のどちらかの方法で画像ファイルを保

存します。 

 

キーボード：[Alt] + [F2]を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Image Save」を設定し

たタッチエリアをタッチします。 

 

《注意》 

タッチエリアから画像保存を行う場合は、

「Capture File Defaults」が [USB] に設定

されていることを確認してください。 

 

 

 

 

 

2 画面右下に画像の保存状況が表示されま

す。100%になると表示は消え、別の画像を

保存することができます。 

 

《注意》 

保存時のファイル名は「File Defaults」ダイ

アログで設定できます。 
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【TFTP を利用した画像保存】 

【注意】TFTP を利用してファイルを保存するためには、ファイルを受け取るコンピュータに TFTP サーバ

ーをインストールする必要があります。詳細は 10.6.3  
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11.2.1 プリンタ設定 

本機は、TCP/IP ネットワーク経由で接続されているプリンタで印刷を行うことができます。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 キーボードの「Print screen」キーを押して

メインメニューを開き、「Network」を選択

してください。「Network」メニューが表示

されます。 

 

 

2 IPAddr： 

プリンタの IP アドレスを設定します。工場

出荷時は 0.0.0.0 に設定されています。 

 

Port： 

プリンタが使用するポート番号を設定しま

す。工場出荷時は 515 に設定されています。 

 

Copies： 

印刷の部数を設定します。 

 

FIT TO PAGE： 

「Off」に設定した場合、キャプチャした画

像は元のアスペクト比で印刷されます。

「On」に設定した場合、キャプチャした画

像は印刷用紙のサイズに合うように印刷さ

れます。 

 

 

3 「Previous Menu」を選択すると「Network」

メニューに戻ります。 
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TFTP 設定 (P. 63) をご確認ください。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 以下のどちらかの方法で画像ファイルを保

存します。 

 

キーボード：[Alt] + [F6]を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Image Save」を設定し

たタッチエリアをタッチします。 

 

《注意》 

タッチエリアから画像保存を行う場合は、 

「Capture File Defaults」が[TFTP] に設定さ

れていることを確認してください。 

 

 

 

 

2 指定されたコンピュータに画像ファイルが

保存されます。 

  

画面右下に画像の保存状況が表示されま

す。100%になると表示は消え、別の画像を

保存することができます。 

 

《注意》 

⚫ 保存時のファイル名は「File Defaults」

ダイアログで設定できます。 

⚫ 画像保存中は、本機の動作が遅くなる

場合があります。 
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【Window Share (SMB)を利用した画像保存】 

【注意】SMB を利用したファイルを保存するためには、保存先のコンピュータに共有フォルダを設定する必

要があります。詳細は、10.6.4   
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Windows Share (SMB) 設定 (P.64) をご確認ください。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 以下のどちらかの方法で画像ファイルを保

存します。 

 

キーボード：[Alt] + [F8]を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Image Save」を設定し

たタッチエリアをタッチします。 

 

《注意》 

タッチエリアから画像保存を行う場合は、 

「Capture File Defaults」が[SMB] に設定さ

れていることを確認してください。 

 

 

 

 

2 指定されたコンピュータに画像ファイルが

保存されます。 

 

画面右下に画像の保存状況が表示されま

す。100%になると表示は消え、別の画像を

保存することができます。 

 

《注意》 

⚫ 保存時のファイル名は「File Defaults」

ダイアログで設定できます。 

⚫ 画像保存中は、本機の動作が遅くなる

場合があります。 
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11.3 画像の呼び出し 

保存した画像は、以下の方法で呼び出すことができます。 

 

【USB デバイスからの画像ファイル呼び出し】 

 

 

 

【TFTP を利用した画像ファイルの呼び出し】 

 

番号 手順 使用例 

1 以下のどちらかの方法で画像ファイルを呼

び出します。 

 

キーボード：[Alt] + [F3]を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Get Image」コマンド

を設定したタッチエリアをタッチします。 

 

「Get Image」ダイアログが表示されます。 

  

 

2 表示されたリストから表示したい画像を選

択します。 

 

 
 

番号 手順 使用例 

1 以下のどちらかの方法で画像ファイルを呼

び出します。 

 

キーボード：[Alt] + [F7]を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Get Image」コマンド 

を設定したタッチエリアをタッチします。 

 

「Get Image」ダイアログが表示されます。 

 

 

2 表示されたリストから表示したい画像の番

号を入力し「OK」を選択します。 

 

《注意》 

番号入力の際は、番号のみを入力してくだ

さい。ファイルのプレフィックスは「Image 
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【Windows Share (SMB)を利用した画像ファイルの呼び出し】 

 

 

 

 

  

File」ダイアログの設定によって決定されま

す。プレフィックス設定を変更する場合は、 

「Image File」ダイアログのプレフィックス

設定が、表示したいファイルのプレフィッ

クスと同じことを確認してください。 

ファイルの拡張子は「.bmp.」のみ表示可能

です。 

  

 

番号 手順 使用例 

1 以下のどちらかの方法で画像ファイルを呼

び出します。 

 

キーボード：[Alt] + [F9]を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Get Image」コマンド

を設定したタッチエリアをタッチします。 

 

「Get Image」ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

2 表示されたリストから表示したい画像を選

択します。 
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11.4 画像の印刷 

本機は、直接もしくは TCP/IP ネットワーク経由で印刷を行うことができます。直接印刷を行う場合は、USB-

セントロニクスケーブルが必要です。TCP/IP ネットワーク経由で印刷を行う場合は、イーサネットケーブル

とプリンタの IP アドレスが必要です。 

 

【注意】使用するプリンタは、PostScript に対応している必要があります。 

 

 

印刷は以下の手順で行います。 

 

 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 以下のどちらかの方法で画像ファイルを印

刷します。 

 

キーボード：[Alt] + [F4]を押します。 

 

 

ペンタブレット ：「Print image」を設定し

たタッチエリアをタッチします。 

 

 

 

 

2 画像データがプリンタに送信されます。 

 

画面右下に印刷状況が表示されます。100%

になると表示は消え、別の画像を印刷する

ことができます。 

 

《注意》 

ファイルが無事印刷されたか確認ダイアロ

グを表示したい場合は、確認 (Verify) 設定

を ON にしてください。 

 

確認 (Verify) 設定の詳細は、10.4.1 キャプ

チャオプション (P.51) をご確認ください。 
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11.5 無線端末の接続方法 

本機は iPad や iPhone に専用アプリケーションをインストールすることで、無線配信された映像を受信した

り描画を行ったりすることができます。 

ここでは iPad を利用した際の接続方法を説明します。 

 

 

 

 

【注意】ストリーミング解像度を大きく設定した場合、タブレットデバイスの性能によっては動画がなめら

かに表示できない場合があります。ストリーミング解像度を下げて使用することをお薦めします。 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 同一ネットワーク内にあるアクセスポイン

トに、iPad と本機を接続します。 

 

 

2 PresenterControl アプリのアイコンをタッ

プしてアプリを起動します。 

 

PresenterControl アイコン 

 3 画面下部の「Presenter list」ボタンを押すと、

接続できる本機が表示されます。 

 

Presenter list ボタン 

4 接続したい本機をタップすると選択された

本機と iPad が接続され、本機で選択された

映像が表示されます。 

 

 

5 本機で選択中の映像が iPad に表示されま

す。 
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11.6 ストリーミングコンテンツ 

Google Cast、Airplay といったストリーミングコンテンツを本機に接続することが可能です。必要に応じて、

アンテナを本機に接続することができます。 

お手持ちのデバイスによっては、説明の手順と画面構成が異なる場合があります。 

 

11.6.1 iOS デバイスからの AirPlay 

Youtube のようないくつかのビデオプレーヤーは、プレーヤー操作画面から AirPlay で接続することができま

す。画面に表示される AirPlay ボタンを押すか、Apple デバイスからミラーリングすることで Airplay で接続

できます。ミラーリングを利用した接続の手順は以下になります。 

 

番号 手順 使用例 

1 スクリーンの上部分を下にスワイプして、

「Control Center」を表示してください。 

 

2 「画面ミラーリング」をタップしてくださ

い。 

 

3 本機のホスト名をタップしてください。 

 

 

4 終了したいときは、手順 1 と手順 2 を行っ

たうえで「ミラーリングを停止」をタップ

してください。 
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11.6.2 Google Chrome Web ブラウザからの Google Cast 

Google Cast で接続する場合、以下の手順で行います。 

 

 

 

  

番号 手順 使用例 

1 Google Chrome Web ブラウザを起動しま

す。ブラウザの右上にある︙（縦 3点のア

イコン）をクリックし、「キャスト」を選

択します。 

 

2 「ソース」から「タブをキャスト」もしく

は「デスクトップをキャスト」を選択しま

す。  

 

3 本機のホスト名を選択してください。スト

リーミングが開始されます。 

 

4 ストリーミングを終了する際は、キャスト

のメニューを開き、「キャストを停止」を

選択してください。 
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11.6.3 会議用ソフトウェアや画面共有ツールへのストリーミング 

会議用ソフトウェアによっては、お手持ちのデバイスから会議参加者へ直接のストリーミングはできません

が、スクリーンを共有することはできます。お手持ちの会議ソフトウェアが画面共有を認めている場合、会

議コンテンツをストリーミングすることができます。 

 

※ 本機能は、現バージョンでは対応していません。 

 

 

 

番号 手順 

1 お手持ちの遠隔会議ソフトもしくは画面共有ツールを開きます。 

2 新たにミーティングを開始し、ブラウザを開きます。 

3 本機の IP アドレスを入力します。 

4 会議ソフトを使いながら、デスクトップを画面共有します。 

5 共有したいコンテンツを本機にストリーミングしてください。画面共有ソフトを見ている参加者

はブラウザのウィンドウに表示されたコンテンツを見ることができます。 
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12. ご利用上の注意点 

⚫ HDMI 入力について 

本機の HDMI 入力に接続されているソース機器の HDCP 出力設定によっては、映像信号が HDCP コンテン

ツであるかどうかに関わらず、 HDMI 入力映像が正しく表示できない場合があります。 

ソース機器側の HDCP 出力設定を無効にして映像が表示できるかご確認ください。 

 

⚫ HDMI 出力について 

本機を使用中に以下の操作は行わないでください。 

⚫ 端子に接続されている HDMI ケーブルの抜き差し 

⚫ 出力先シンク機器の電源状態の切り換え 

⚫ 出力先シンク機器の入力チャンネルの切り換え 

これらの操作を行った場合、本機から出力されるサウンドが正常に出力されなくなる可能性があります。 

必ず本機の電源をオフにした後に行ってください。 

 

⚫ システムの定期的リフレッシュについて 

システムの定期的なリフレッシュのために、2 週間に一回程度の再起動を行ってください 

 

⚫ 一括電源での起動について 

本機は一括電源で電力を供給しても起動しません。外部から本機を起動する際には、外部電源制御端子を利

用してください。 
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13. 製品仕様 

 

項目 内容 

入力信号 映像 HDMI / DVI 1 系統 

コネクタ：HDMI 端子 TypeA (19 ピン)･メス 

対応解像度：VGA (640 x 480) / XGA (1024 x 768) / WXGA (1280 x 800) / 

SXGA (1280x1024) / 720p@50 / 720p@59.94 / 720p@60 / 1080p@50 / 
1080p@59.94 / 
1080p@60 / 2160p (3840x2160) @24 / 2160p (3840x2160) @25 /  

2160p (3840 x 2160) @30 (注 1) 

※HDCP 入力は非対応となります 

USB (注 2) 1 系統 

コネクタ：USB 3.0 Type A 

ネットワー

ク 

Airplay や Google Cast を入力ソースとして利用可能 

音声 デジタル 1 系統 

コネクタ：HDMI 端子 TypeA (19 ピン)･メス 

USB (注 2) 1 系統 

コネクタ：USB 3.0 Type A 

ネットワー

ク 

Airplay や Google Cast を入力ソースとして利用可能 

出力信号 映像 HDMI 1 系統 

コネクタ：HDMI 端子 TypeA (19 ピン)･メス 

対応解像度：VGA (640 x 480) / SVGA (800 x 600) / XGA (1024 x 768) /  

WXGA (1280 x 800) / SXGA (1280 x 1024) / WXGA+ (1440 x 900) / 
WSXGA+ (1680 x 1050) / WUXGA (1920 x 1200)* / 720p@50 / 
720p@59.94 / 720p@60 / 1080p@50 / 1080p@59.94 / 1080p@60 / 

2160p (3840 x 2160) @30 / 2160p (3840 x 2160) @60 (4:2:0) (注 1)  

* WUXGA (1920 x 1200)は Reduced Blanking のみ対応しています 

音声 デジタ

ル 

1 系統 

コネクタ：HDMI 端子 TypeA (19 ピン) ･メス 

機能 描画機能 12 種類のポインタ形状表示、7 色の描画色、 3 種類 (細・中・太) の線幅選択 

ペンタブレット (注 3)、iPad からの描画 

その他 録画機能 (静止画として外部 USB メモリに保存)  

タブレット端末に対しての無線配信機能 (注 4)、PIP 機能 (注 5) 

制御 LAN 1 系統 

コネクタ：RJ-45 

RS-232C 2 系統  

コネクタ：D-sub9 ピン・オス 

USB 5 系統  

コネクタ：USB 3.0 Type A 

外部電源制御端子 1 系統 ターミナルブロック (2 ピン) 無電圧接点 (メイク接点) 入力 

その他仕様 電源電圧 DC 19 V 4.7 A (専用 AC アダプタ付属) 

外形寸法 482.6 (W) × 44.5 (H) × 193.7 (D) mm (EIA ラック高さ 1U、突起物含まず) 

質量 2.3 kg 

温度 使用範囲：0 ℃ ～ +50 ℃  

付属品 AC アダプタ、AC コード、キーボード、専用ゴム足×4 

 

(注 1) インターレース信号には非対応となります。 

(注 2) 映像用の 5系統の USB端子の内、1 系統を USB Web カメラの入力として利用可能です。 

(注 3) 弊社により動作確認済のペンタブレットはワコム社製 DTK-1660E / K0になります。その他のペンタブレットをご使用になる場

合は事前に動作確認を行ってください。 

(注 4) 無線機器の接続数はネットワーク環境に依存します。 

(注 5) HDMI 入力または USBカメラ入力映像を PIP表示できます。 
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14.  正常に動作しないときは 

本機が正常に動作しないときは、まず以下の点をご確認ください。 

・本機および接続されている機器の電源は投入されていますか？ 

・ケーブルは正しく接続されていますか？ 

・ケーブルの接触不良はありませんか？ 

・機器に適合した正しいケーブルを使用していますか？ 

・接続している機器同士の信号規格は適合していますか？ 

・シンク機器は正しく設定されていますか？ 

・機器の近くにノイズの原因となるようなものはありませんか？ 

 

それでも問題が解決しない場合は、以下の点をご確認ください。また本機に接続されている機器に原因

がある場合もありますので、そちらの取扱説明書も参照しながらご確認ください。 

 

以上の内容を確認しても問題が解決しない場合は、弊社の本社営業部または各営業所までご連絡ください。 

なお、故障の連絡をするときは、以下の点も事前にテストしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.  すべてのコネクタで同じ現象がでますか？                    

                         -はい-   -いいえ- 

2.  本機を介さずに、純正のケーブルで接続したときは 

 正常に動作しますか？ 

                         -はい-   -いいえ- 
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