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業務用 ミラキャスト (無線 LAN) アダプター

750AScreenBeamTM

Windows10コンティニュアム対応
電子黒板のタッチ機能も使えます。

ミラキャストは
WiFiなしで利用できます。

スクリーンビーム750A

本体の設定や効果測定もできるスクリーンビーム
セントラルマネージメントシステム (CMS) に対応
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1. ワイヤレス対応の PC  から受信機のSSIDに接続します。接続先のSSIDは、TVの待ち受け画

面の左下に表示されます。

2. PC のタスクバーに表示されている WiFi ネットワークアイコン (　  ) にマウスカーソルを移

動させ右クリックをし、[ネットワークと共有センターを開く］を選んでください。

スクリーンビーム 750A( 上級編 )

スクリーンビーム750Aには受信機を管理するための管理画面ツールが搭載されています。

このツールを使用することにより、受信機の設定を容易に行うことができます。

管理画面ヘログインする際、SSIDが起動中の場合とSSIDが停止中の場合で方法が異なります。

SSIDはデフォルトでは停止しています。

5. ネットワーク管理者のためのデバイス管理

5.1. 管理画面へのログイン

以下の手順に従って、管理画面にログインしてください。

5.1.1. SSID ブロードキャストが停止中の場合
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3. [ネットワークと共有センター]のウィンドウが現れますので、[新しい接続またはネットワー

クのセットアップ］をクリックしてください。

4. [接続]または[ネットワークのセットアップ]のウィンドウが現れますので、[ワイヤレスネッ

トワークに手動で接続します］を選んでください。

5. [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]のウィンドウが現れますので、以下の情報を

入力もしくは選択してください。

6.  [ネットワークがブロードキャストを行って

いない場合でも接続する]のチェックボックス

を選択し、[次へ]を選択してください。

ネットワーク名：接続元となる受信機 (750) の SSID

セキュリティタイプ：WPA2 パーソナル

暗号化タイプ：AES

セキュリティキー：12345678 ( 初期設定 )

スクリーンビーム 750A( 上級編 )
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スクリーンビーム 750A( 上級編 )

7. 次の画面で受信機の SSID が正常に追加されていることが確認できましたら、[閉じる] をク

リックしてください。

8.  [この接続を自動的に開始します]を選択した場合には、データ送信元となる PC は自動的 に 

SSIDに接続されます。接続されない場合には、タスクバーに表示されているネットワークのア

イコンをクリックして、[ネットワーク]のページから、SSIDに接続してください。

9. PCのWeb ブラウザのアドレスバーに URL アドレスを入力し、アクセスします。

(この場合 は、http://192.168.51.1)

以下のようなセキュリティに関する警告メッセージが表示される場合がありますが、このサイ

トは安全ですので、[Webページへ移動]を選択してください。
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スクリーンビーム 750A( 上級編 )

10. [管理画面]が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力して、[ログイン]ボタン

をクリックしてください。

＊注 :
・初期設定では、ユーザーネームは“Administrator”です。
・初期設定のパスワードは次のURL（http://www.screenbeam.com/ja/contact/）でお問合せください。
・ユーザー名とパスワードはともに大文字と小文字を識別します。

5.1.2. SSID ブロードキャストが起動中の場合

以下の手順に従って、管理画面にログインしてください。

1. ワイヤレス対応の PC から受信機の“SSID”に接続してください。

画面の待ち受け画面の左下に、受信機の SSID が表示されます。

2. ネットワーク一覧のページを開くには、マウスカーソ

ルをワイヤレスネットワークのアイコン (　  ) へ移動し

右クリックをして、受信機の[SSID] が表示されますの

で選択してください。
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3. [ネットワークに接続]のウィンドウが表示されますので、“セキュリティキー”欄にネット

ワークセキュリティキーを入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。

5. PCのWebブラウザからこのURLアドレス(この場合は、https://192.168.51.1)にアクセス

します。

4. しばらくすると画面上にURLアドレスが表示されます。

（この場合は、https://192.168.51.1）

6. [管理画面]のログインボックスが表示されますので、ユーザーネームと、パスワードを入力

して、[ログイン］ボタンをクリックしてください。

以下のようなセキュリティに関する警告メッセージが表示される場合がありますが、このサイ

トは安全ですので、[Webページへ移動]を選択してください。

＊注 : 初期設定ではネットワークセキュリティは

“12345678”に設定されています。

＊注：この URL アドレスは数秒間フ

ルスクリーン表示されます。その後

は画面左下に表示されます。

スクリーンビーム 750A( 上級編 )
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＊注 : 

・初期設定では、ユーザーネームは“Administrator”

・初期設定のパスワードは次の URL

（http://www.screenbeam.com/ja/contact/）でお問

合せください。

・ユーザー名とパスワードはともに大文字と小文字を識別

します。

5.1.3. ログアウト
管理画面からログアウトするには、[ログアウト]を選んで、[はい]をクリックしてください。

2. [機器名へアクセス]の[有効]ボタンを選択します。

管理画面へログイン後、受信機の各種設定画面が表示されます。

5.3.1. 受信機名の変更
1. 受信機名を変更するには、[機器の設定]を選択します。

5.3. 受信機の設定

5.2. 管理画面の言語設定の変更
管理画面にログインするに先立って、以下の手順により管理画面の言語設定を変更することがで

きます。

1. 管理画面を開きます。(詳細は「5.1管理画面へのログイン」を参照ください。)

2. 画面右上部の言語選択エリアより、言語を選択します。選択できる言語は日本語、英語、簡

体中国語、繁体中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、

オランダ語です。

＊注：ここで行った言語設定の変更は管理画面にのみ、有効です。

スクリーンビーム 750A( 上級編 )
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スクリーンビーム 750A( 上級編 )

1. [機器の設定]を選択し、“管理者ユーザーネーム”と“管理者パスワード”のテキストボックス

に新しいユーザー名と新しいパスワードをそれぞれ入力します。

2. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

これでユーザー名とパスワードが変更されました。

1. [機器の設定]を選択し、“表示言語”のドロップダウンメニューから[言語]を選択します。

選択できる言語は日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、

スペイン語、イタリア語、ロシア語、オランダ語です。

5.3.2. ユーザー名とパスワードの変更

5.3.3. 言語設定の変更

4. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

これで受信機名が変更されました。

3.  [機器名]のテキストボックスに新しい受信機名を入力します。

アポストロフィ(‘)、ダッシュ(-)、クオテーションマーク(“)は使うことができません。

＊設定の変更は直ちに反映されます。
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２. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

＊注：受信機の再起動後に新しいホスト名が有効になります。

２．[適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックして下さい。

これでご希望の言語に変更されました。

１. [機器の設定]を選択し、“ホスト名”のテキストボックスに新しい名前を入力します。

5.3.4. 受信機のホスト名の変更

スクリーンビーム 750A( 上級編 )
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1. [機能]を選択し、“最初の接続時にPINペアリングを実施”を[オン]または[オフ]のどちらかを

選択します。

・オン：PIN番号だけを使って接続するには、［オン］を選択します。その場合、最初の接続時

　　　　もしくは毎回の接続時にPIN番号の入力を要求されます。

・オフ：PIN番号だけを使った接続を停止する場合には［オフ］を選択します。PIN番号とPBC

　　　　両方による接続が利用できます。

※注：一部の送信機では PIN 番号入力をサポートしていない為、本機能を [ オン ] に設定すると受信機と

接続できない場合があります。

5.3.6. PINペアリングの設定

5.3.5. タイムゾーンの設定
1. [機器の設定]を選択し、“タイムゾーン”のドロップダウンメニューから[タイムゾーン]を選

択します。

＊注：受信機は接続している CMS もしくは NTP サーバーの時間と同期します。

2. 夏時間を使用する場合には、“夏時間を有効にする”のチェックボックスをチェックしてく

ださい。

3. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

2. PINペアリングの方法を選択します。

・毎回：受信機に接続する際に毎回、PIN番号の入力を要求されます。

・初回：受信機に初めて接続する際にのみ、PIN番号の入力を要求されます。

・固定：利用者が設定する固有の PIN 番号を使用します。固定 PIN のテキスト入力ボックスに 

　　　　7 桁の数字を入力し、[適用]を選択します。受信機は、8 桁目の PIN 番号を自動的に

　　　　作り、入力した固定PIN番号の最後に追加します。このPIN番号は、利用する表示機の

　　　　画面には表示されません。

3. PIN番号の生成方法を選択します。

スクリーンビーム 750A( 上級編 )
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・ランダム(任意の乱数番号)：受信機側で任意のPIN番号を作り、TVモニターやプロジェクター 

    　   の表示画面に映し出します。

4. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

1. [機能]を選択し、“ HDMI端子の電源管理”のドロップダウンメニューにある選択項目から希

望するモードを選択します。

5.3.7. HDMI端子の電源

・常時ON：HDMI出力は常にONの状態になります。

・スクリーンセーバー： 一定の待機時間経過後スクリーンセーバーが起動します。待機時間の  

　　　　　　　　　 　　設定は、“待機”のリストボックスから選択してください。

・ディスプレイ停止　：設定した待機時間後に、HDMI 出力を停止します。待機時間の設定は、

　　　　　　　　　　  “待機”のリストボックスから選択してください。

2. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

スクリーンビーム 750A( 上級編 )
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5.3.8. スリープ解除 

1. [機能]を選択し、“スリープ解除”で[スキャン]もしくは[接続]を選択します。

・スキャン：送信機側のデバイスがスキャンしているのを検出すると、受信機はスリープモー

　　　　　　ドやスクリーンセーバーモードから起動します。

・接続：受信機は送信機側のデバイスが接続中のみ“スリープモード”や“スクリーンセーバ

　　　　ーモード”から起動します。

2. [適用］を選択し、ポップアップウィンドウの[OK］をクリックしてください。

5.3.9. 接続切断時のWiFiドライバリセット

HDCPとは、著作権保護(コピープロテクション)を行うための暗号化を意味します。

5.3.10. HDCP暗号化の設定

以下の手順で、受信機の接続切断時の WiFi リセット機能を設定してください。

1. [ 機能 ] を選択し、“接続切断時の WiFi リセット”で、[オン ] もしくは [オフ ] を選択します。

・オン：受信機の接続が切断される度に受信機のワイヤレスドライバはリセットされます。

・オフ：受信機の接続が切断されても、受信機のワイヤレスドライバはリセットされません。

この機能はデフォルトでは [ オフ ] で設定されています。

2.  [ 適用］を選択し、ポップアップウィンドウの [OK］をクリックしてください。

1. [機能]を選択し、“ HDCP暗号化 ”のリストボックスから希望のオプションを選択します。

スキャンもしくは接続をすることにより、受信機のスリープモードを解除することができます。

切断時の WiFi リセット機能は、受信機との接続を切断した際にミラキャストのワイヤレスドラ

イバをリセットするために使用されます。

状況によっては、受信機のワイヤレスドライバが正常に機能せず、受信機が検出できないこと

があります。この機能により、ワイヤレスドライバをリセットし、受信機が正常に作動します。



12

スクリーンビーム 750A( 上級編 )

・有効：HDCPで保護されたメディアを表示するために、HDCP暗号化を有効にします。デフォ

　　　　ルトでは「有効」に設定されています。

・無効：HDCP暗号化を停止します。HDCPで保護されたメディアは再生できませんが、接続ス

　　　　ピードと画面応答性は向上します。

・デモモード：予備 (通常は利用しません。)

2. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

＊注：受信機を再起動後に、新たな HDCP 暗号化の設定が有効になります。

1. [機能]を選択し、"VGA互換モード”のリストボックスにある選択項目から希望するモード

を選択します。

・無効 (Disable）  : ビデオ出力は、送信機器側に合わせて設定されます。

・1080 : ビデオ出力は、接続した表示機器によって、1080p もしくは 1080i に設定されます。

・720   : ビデオ出力は、接続した表示機器によって 720p もしくは 720i に設定されます。

・480 : ビデオ出力は、接続した表示機器によって 480p もしくは 480i に設定されます。

※注 :HDMI-CEC が起動中は、VGA 互換モードは利用できません。

5.3.11.VGA互換モードの設定 (VGA機器名を利用する場合に役立ちます。)

2. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。
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1. [機能]を選択し、“テレビ画面のサイズ調整”のリストボックスにある選択項目から希望する

モードを選びます。

5.3.12. 画面サイズの調整

・テレビ画面のサイズ調整：画面の表示サイズを変更する値をリストポックスから選択してく

　ださい。値が大きいほど、表示画面が拡大します。

・送信機のオーバースキャン値の上書きを許可：このオプションを起動すると、送信機器側の

　画面サイズの設定に受信機側も一致させることができます。

2.  [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

1.  [機能]を選択し、“アスペクト比”のドロップダウンメニューからアスペクト比を選択します。

5.3.13. アスペクト比の設定 

2. “4:3”を選択した場合には、水平・垂直オフセットも設定してください。

3. [適用］を選択し、ポップアップウィンドウの[OK］をクリックしてください。

ワンタッチプレイとは、ワイヤレスディスプレイの起動に合わせて自動的にTVモニターの電

源を起動し、ワイヤレスに接続したチャンネルへスイッチ切り替えを行い、画面表示を行う機

能です。これにより、ワイヤレス接続を始めると、電源オフの状態にあるTVモニターの電源

が自動的に入ると同時に、送信機器の画面を表示することができます。

5.3.14. ワンタッチプレイ(HDMI-CEC）
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1. [機能]を選択し、“ワンタッチプレイ(HDMI-CEC)”を[オン]もしくは[オフ]を選択します。

・受信機への電源投入時

・接続中の受信機が、起動した時

・電源が入った受信機を表示機器と接続した時

※注：本機能使うためには、HDMI-CEC機能をサポートした TV モニターを利用する必要があります。

2. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

ワンタッチプレイが起動中、下記のイベントが発生した際に表示機器は起動を始めます。

1. [機能]を選択し、受信機が表示する背景画像を変更します。

２. [機能]の画面を下にスクロールすると“背景イメージ”の選択ボックスが現れますので、[ブ

ラウズ]をクリックしてください。

3.“ アップロードするファイルの選択 ” ウィンドウ画面が現れたら、背景イメージに使用す

るファイルを選択し、[開く]をクリックしてください。

5.3.15. 背景画面の設定 (お好みの写真をTVの待ち受け画面に変更できます)
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背景画像に使用できる画像ファイルは PNG/JPG 形式のファイルで、2.5MB未満のサイズ

1280 x 720 ピクセル (幅 x 高さ)を超えないものに限ります。

４. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

しばらくすると、背景画像の変更が反映されます。

2. [機能]の画面が表示されたら、画面を下にスクロールして“スクリーンセーバーイメージ”

の選択ボックスにある、[ブラウズ]をクリックします。

1. [機能]を選択します。

5.3.16. スクリーンセーバー画像の変更

3. アップロードするファイルの選択  ウィンドウ画面が現れたら、スクリーンセーバーに使用す

るファイルを選択し、[開く]をクリックしてください。
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４. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

しばらくすると、スクリーンセーバー画像の変更が反映されます。

画像ファイルは.PNG形式で、200KBを超えな

い大きさで、300 x 60 ピクセル (横 x 縦)を超

えないものに限ります。

1. [ローカル管理]を選択します。

2. [ローカル管理]画面が表示されたら、画面を下にスクロールし、テレビ画面にネットワーク

情報を表示しますが表示されますので、[有効]を選びます。

3.  [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

5.3.17. ネットワーク情報の表示設定

※デフォルトでは、この機能が[無効]に設定されているため、受信機のネットワーク情報は表

示されません。
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5.3.18. ワイヤレスネットワーク名（SSID）の変更
1. [ローカル管理]を選択します。

2.“ワイヤレスネットワーク名 (SSID) ”のテキストボックスに新しい名前を入力してください。

3.“ワイヤレスネットワークパスワード”のテキストボックスに新しいパスワードを入力してく

ださい。

＊注：“パスワードを表示する”が [ 有効 ] の場合、パスワードはプレーンテキストで表示されます。

4. [適用］を選択し、ポップアップウィンドウの[OK］をクリックしてください。

5. 受信機の再起動後に、新たなネットワーク名とパスワードが有効になります。

5.3.19. ブロードキャストネットワーク名の変更

＊注：デフォルトでは、受信機の SSID のブロードキャストは無効になっています。この場合 SSID には手動で接続

することができます。詳細は「5.1.1. SSID ブロードキャストが停止中の場合」をご参照ください。

1. [ローカル管理]を選び、SSIDの“ブロードキャストネットワーク名”にある[有効][無効]を

選択します。
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3. 受信機の再起動後、新たなブロードキャストネットワークの設定が完了します。

2.  [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。

5.3.20. ワイヤレス接続プロパティの設定

スクリーンビーム750Aでは、付属のCMS WLANアダプターを使って、WiFiネットワークに接

続することができます。接続を開始する前に、WiFi接続パラメータの設定を行ってください。

1. [リモート管理]を選び、“ワイヤレス接続設定”で、個々の要件に従ってパラメータを設定

します。

・ネットワーク名：WiFiルーターのSSID（アクセスポイント）

・セキュリティタイプ：WiFiルーターで選択したセキュリティのタイプを選択します。　　　　

　　　　　　　　　　　利用可能なセキュリティのタイプは

　　　　　　　　　　　Open、Shared、WPA-PSK[TKIP]、WPA2-PSK[AES]、　　　　　　

　　　　　　　　　　　WPA-PSK[TKIP]+WPA2-PSK[AES]、PEAP/MSCHAPV2、　　　　　

　　　　　　　　　　　EAP-TLSです。

・ステータス：接続状況を表示します。

Shared、WPA-PSK[TKIP]、WPA2-PSK[AES]、WPA-PSK[TKIP]+WPA2-PSK[AES]を選択した

場合には、以下のとおり設定してください：

・ユーザー名：なし

・パスワード：WiFi SSID用に事前に入手したパスワード
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[PEAP/MSCHAPV2]を選択した場合には、以下のとおり設定してください：

・ユーザー名　　：RADIUSサーバーによる認証システムのために入力が必要です。RADIUSア

　　　　　　　　　カウントのユーザー名です。

・パスワード　　：RADIUSアカウントのパスワードです。

[EAP-TLS]を選択した場合には、以下のとおり設定してください：

・ユーザー名　　：ユーザー・プリンシパル名もしくは、必要に応じてRADIUSアイデンティ

　　　　　　　　　ティになります。

＊注：ユーザー名には A～ Z までのアルファベット（大文字および小文字）、0～ 9 までの数字、@、.（ピリオド）、

_（アンダーバー）を使用することができます。

・パスワード　　：プライベートキーのパスワードです。

・システムの日時：受信機の日時を設定する際に使用します。認証の有効期間に従って、日時

　　　　　　　　　を設定してください。

・CA証明書　　  ：ルート証明書です。[ブラウズ]ボタンをクリックし、証明書を追加します。

・ユーザー証明書：ユーザー証明書です。[ブラウズ]ボタンをクリックして、証明書を追加しま

　　　　　　　　　す。

・プライベートキー：ユーザーのプライベートキーです。[ブラウズ]ボタンをクリックして、証

　　　　　　　　　　明書を追加します。

・有効期限　　　：各証明書の有効期限を表示します。

＊注：

・現時点でサポートしている証明書は .pem 形式のみで、DER エンコードバイナリー X.509 方式を使用して作成さ

　れた証明書でなければなりません。

・証明書のファイル名の長さは 64 バイト未満とし、ファイルサイズは 100KB 以下としてください。

・それぞれ正しい証明書を選択してください。

2. [接続]ボタンを押すとアダプターがワイヤレスルーター（アクセスポイント）への接続を開

始します。

＊注：

・受信機が [ 機器の接続を待っています ] の状態で、CMS WLAN アダプターを使ってネットワークに接続してくだ

　さい。

・CMS WLAN アダプターは、ご使用のネットワーク環境により、接続に時間がかかる場合があります。

5.3.21. 受信機のIPアドレス設定方法
以下の手順に従って、受信機のIPアドレスを設定してください。

1. [リモート管理]を選び、TCP/IP設定のIPアサインで[自動]もしくは[固定]を選んでください。
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5.3.22. 受信機用DNSサーバーの設定
以下の手順に従って、受信機用DNSサーバーの設定を行ってください。

1. [リモート管理]を選び、TCP/IP 設定の DNSアサインを[自動]もしくは[固定]を選んでくださ

い。

2. [適用]ボタンを選択し、ポップアップウィンドウの[OK]ボタンをクリックします。

・自動：受信機のIPアドレスはDHCPサーバーにより割り当てられます。

・固定：受信機のIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で設定できま

　　　　す。[固定]を選択した場合には、DNSサーバーの設定もできます。

・自動：受信機のDNSサーバーは自動で割り当てられます。

・固定：受信機のDNSサーバーを手動で設定できます。[固定]を選択した場合には、DNSサー　

　　　　バーの設定が必須になります。
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2. [適用]ボタンを選択し、ポップアップウィンドウの[OK]ボタンをクリックします。

5.3.23. 受信機用ScreenBeam CMSの設定 

以下の手順に従って、受信機用ScreenBeam CMSを設定してください。

1. [リモート管理]を選び、[セントラルマネジメントシステム設定]に進み、CMSサーバーと 

CMS通信ポートを入力します。

・CMS サーバー：CMSのホストサーバーのIPアドレスもしくは、FQDN、ホスト名、ドメイン

　　　　　　　　名、エイリアス名（DNSサーバーおよびDHCPサーバーが適切に設定されてい

　　　　　　　　る場合）となります。

＊注：DNS 設定を使用することを推奨します。

・CMS通信ポート：ScreenBeam CMSとの通信ポートになります。

スクリーンビーム750では、ScreenBeam CMS（スクリーンビーム セントラルマネジメント 

システム）が利用できます。

5.3.24. 受信機用ローカル管理通信ポートの設定
以下の手順に従って、受信機用ローカル管理通信ポートの設定を行ってください。

1. [リモート管理]を選び、[セントラルマネジメントシステム設定]に進み、ウェブ通信ポート

を設定します。

・ウェブ通信ポート：受信機の管理画面の通信ポートです。

2. [適用]ボタンを選択し、ポップアップウィンドウの[OK]ボタンをクリックします。
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2. [適用]ボタンを選択し、ポップアップウィンドウの[OK]ボタンをクリックします。

1. [メンテナンス]を選び、受信機を再起動します。

5.3.25. 受信機の再起動

2. [メンテナンス]のウィンドウが表示された後、画面を下にスクロールしてレシーバーの再起

動の項目の［はい］をクリックしてください。

受信機が再起動します。

３. ポップアップウィンドウの[OK]をクリックしてください。
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5.4. 受信機のファームウェアのアップデート

３. [ポップアップウィンドウ]が表示されたら、[OK]をクリックしてください。

4. 受信機の再起動後に、受信機は工場出荷時の設定で起動します。

以前の設定内容はすべて消去されます。

アクションテックは定期的に新しいファームウェアを提供することにより、商品ヘの新機能追

加や不具合改善を行い、性能向上を図っています。

受信機のファームウェアアップデートを行うには、

1. アクションテックの下記Webサイトから最新のファームウェアを接続する送信機ヘダウンロ

ードしてください。http://www.actiontec.com/sbupdate

※注：ファームウェアをダウンロードする際は、事前に受信機とのワイヤレス接続を切断してから、ルーターのネッ

トワークに接続してください。

2. 受信機のWeb管理画面ヘログインし、[ファームウェア更新]を選択してください。

以下の手順に従って、受信機を工場出荷時の状態に戻すことができます。

１．[メンテナンス]を選び、受信機を工場出荷時の設定にします。

２．[メンテナンス]のウィンドウが表示されたら、画面を下ヘスクロールし、工場出荷時の設

定にリセットの項目の［はい］をクリックします。

5.3.26. レシーバーを工場出荷状態（デフォルト）へリセットする
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8. ファームウェアファイルのアップロードが完了すると、受信機は再起動してファームウェア

の更新を開始します。

9. [機器の接続を待っています]の画面が再び表示されたら、ファームウェアの更新は完了です。

5. 先にダウンロードしたファームウェアのファイル(install.img)を選び、［開く］をクリ

ックします。

6. [適用]を選択し、ポップアップウィンドウの［OK］をクリックしてください。

3. [ファームウェア更新]のウィンドウが表示されたら、ファームウェアバージョンに表示され

ているファームウェアの番号を確認してください。

4. [ブラウズ］をクリックして、アップロードするファイルの保存場所を表示します。

7. しばらくすると、ファームウェアファイルのアップロードが開始されます。
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警告！ ファームウェアの更新中は、絶対に受信機の電源を外したりしないで下さい。
　　   受信機が故障する原因になります。

URL：http://www.screenbeam.com
Eメール：japan-sales@actiontec.com

Actiontec Electronics,Inc.

＊Actiontec Electronics, Inc.、  Actiontec、Actiontec Logo、ScreenBeamおよびScreenBeam Proは、米国Actiontec Electronics, Inc.の登録商標です。
　記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
＊製品の仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様については弊社営業までご確認ください。

5.5. 本機をリカバリーする

本機は電子機器のため、まれに静電気やその他の要因で不具合を起こすことがあります。

不具合によって、画面に表示が現れない場合や電源の起動ができない場合、また、リセット(デ

フォルト設定に戻す)を行っても改善が見られない場合やリセット自体が反応しないような場合

には、本体のリカバリー(ファームウェアの再セットアップ)を行うことで、すべての機能が正

常に戻る場合があります。本体のリカバリーの方法については、購入された販売店もしくは弊

社サポート窓口へお問い合わせください。

なお、リカバリーを行うと、お客様がご利用の際に設定した内容は失われます。再度、お客様

による設定が必要となりますので、あらかじめご了承ください。




