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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



もくじ

1.  はじめに

　1.1.  製品パッケージの内容

　1.2.  機能について

　1.3.  対応機

　　1.3.1.  システム要件

2.  セットアップ方法

　2.1.  HDTVモニターとの接続

3.  スクリーンビーム750の初期設定

　3.1.  Windows10プリインストール搭載機器での設定 

　3.2.  Windows8.1プリインストール機器での設定

　3.3.  ミラキャスト対応機器での設定

　3.4.  最適なパフォーマンスを得るために

4.  表示と操作について

　4.1.  各表示モードについて

　4.2.  UIBC機能

　4.3.  デフォルト設定(工場出荷時の状態)に戻すには

高度なネットワーク設定については、取扱説明書（上級編）をご覧ください。

1

1

2

2

2

3

3

5

5

6

8

9

9

9

10

11

11　4.4.  本機をリカバリーする



1

スクリーンビーム 750A(基本編 )

・スクリーンビーム750受信機本体(1)

・HDMI®ケーブル 90cm (1)

・HDMI-VGAアダプター (1)

・CMS用USB-Ethernetアダプター(1)

・CMS用USB-WiFiアダプター(1)

・AC電源アダプター(1)

)1( 書証保・

スクリーンビーム750のAパッケージには、下記のアイテムが含まれています。

1. はじめに

1.1. 製品パッケージの内容

本製品を利用することで、ビデオ、アプリ、教育プログラムをはじめ、専門的なオンラインコ

ースの教材などリッチで魅力的なマルチメディアコンテンツを授業や講義に利用することがで

きます。スクリーンビーム 750Aを教室で利用いただきますと、タブレット、スマートフォン、

ノートPCを使ったワイヤレスによる授業を進めることができます。

この度は、弊社のスクリーンビーム750Aをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は、ミラキャストに対応した機器の画面をワイヤレス送信によりHDTVモニターに投影し

ます。機器の画面に表示された動画、ストリーム映像、写真、音楽などが大画面で楽しめます。

本製品の特長は簡単なセットアップ、高度なセキュリティによる IT管理、スムーズなビデオ再

生、フルHD (1080p）の表示サポート、表示遅れがほとんどない高速投影、Windows 8.1お

よび10への最適化を含めた高い互換性、低消費電力など多彩です。

取扱説明書では、受信機の設置、接続、操作、設定、およびアップグレードを行うために必要

な手順について説明します。
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スクリーンビーム 750A(基本編 )

1. LEDライト

2. USBポート

3. リセットボタン

4. HDMIポート

5. 電源コネクタ

1. LEDライト：電源の状態を表示します。

2. USBポート：CMS、UIBC機能を利用する際に使用します。

3. リセットボタン：受信機をデフォルト（工場出荷状態）の設定に戻します。

4. HDMIポート(Video Out)：受信機をHDTVモニターやプロジェクタに接続し、ビデオおよび

　 オーディオを出力します。

5. 電源コネクタ：ACアダプターに接続します。

 1.2. 機能について

・HDMI Type A ポートまたは VGA ポートのあるディスプレイ装置

・電源コンセント

1.3.1. システム要件

・Windows8.1、Windows10が動作するスマートフォン、タブレット、またはノートPC

・Wi-Fi ミラキャストが動作認証済みスマートフォンおよびタブレット

1.3. 対応機
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・スクリーンビーム750受信機本体

・HDMIケーブル

・AC電源アダプター

スクリーンビーム750受信機とHDTVモニターを接続する際に、以下の商品が手元にあるかご確

認ください。

受信機をHDTVモニターに接続する際は、

2. セットアップ方法

2.1. HDTVモニターとの接続

上記ステップ１と２が完了すると、下記の図の通り、受信機本体のセットアップは完了です。

画像・音声用 HDMI ケーブル

AC アダプター

電源コンセント
ScreenBeam 750 本体

タッチパネル用 USBケーブル

本章はスクリーンビーム750受信機とHDTVモニターとの接続方法および、セットアップ方法

について説明します。セットアップを始める前に製品パッケージ内にある付属品を確認してく

ださい。

1. HDMIケーブルの一方のコネクタを、スクリーンビーム750 受信機本体の HDMI ポート(Video 

out) につなげ、もう一方をTVモニターのHDMI入カポートに挿します。

2. AC電源アダプターをコンセントにつなげ、もう一方の端子をスクリーンビーム750受信機本

体の電源コネクタ(5V DC)端子につなげます。

スクリーンビーム 750A( 基本編 )
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次に、送信機器の設定に移ります。

次に表示機側の操作に移ります。

3. HDTVモニターの電源を入れて、表示するチャンネルを1.でつないだHDMIポートの外部入力

チャンネルに合わせます。

4. 合わせたチャンネルに“機器の接続を待っています”の下記画面が表示されれば、セットア

ップは完了です。

スクリーンビーム 750A( 基本編 )
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スクリーンビーム 750A(基本編 )

本章では、送信機をはじめてスクリーンビーム750に接続する方法を説明します。なお、送信

機はWindows 8.1もしくは10またはAndroid4.2以降のOSで、内蔵するMiracast™が動作して

いる機器である必要があります。

3. スクリーンビーム750の初期設定

3.1. Windows10プリインストール搭載機器での設定

1. ・[スタートボタン]をクリックして、[設定]から[デバイス]を選択し、[接続中のデバイス]

　　 を選択します。

　 ・[新しい通知]のボタンをクリックするか、[Windowsキー]を押しながら[A]を押すと、ア 

　　 クションセンターが開きますので、[接続]を選択します。

 　・[Windowsキー]を押しながら[P]を押すと、[映す]のウィンドウが開きますので、[ワイヤ 

　　 レスディスプレイに接続する]をクリックする。

2.  レシーバー一覧からお使いのデバイスを選択します。

３.受信機名と同
　 じ名前を選択
　 すると接続が
　 始まります。

Actiontec *********
ディスプレイ

２. メニュー画面の
　 接続をクリック
　 します。
(　  キー+  K  でも同様)

１. 指で右側から左側に
　 スワイプし、メニュー
　 画面を表示させます。

(　  キー+  A でも同様)

ミラキャスト接続方法



6

スクリーンビーム 750A(基本編 )

※注：万ー、PIN 番号が接続したテレビ画面に表示されない場合は、ネットワーク管理者からセキュリティ用 PIN 

番号を入手してください。デフォルトでは、セキュリティ用  PIN  番号は、“12345670”です。ー方、PIN 番号

がテレビの画面上に表示されたら（下記写真 ) その番号を PIN ボックスに入力して下さい。

3. Windows10デバイスの画面上にPIN番号の入力欄が表示されますので、ネットワーク管理者

から提供されたPIN番号を入力し、[実行]を押してください。

4. モニター画面には接続の動作状況を示したメッセージが表示されます。

5. 送信機器の画面と同じ画面がテレビ画面に表示されたら、送信機器はスクリーンビーム750

と接続されています。

1.Windowsのデスクトップ画面右端のチャームを開き、［デバイス］を選択します。

（ショートカットキーを使う場合は、［Windowsキー］を押しながら［K］を押します。）

3.２. Windows8.1プリインストール機器での設定 

2.デバイスメニュー内の［表示］を選択します。



スクリーンビーム 750A(基本編 )

3. 表示メニュー内の[ワイヤレスディスプレイの追加]をクリックすると、利用する受信機を探

　 し始めます。

※注：万一、Windows8.1 で動作しているにもかかわらず、この画面が表示されない場合は、お使いの

Windows8.1 を Windows Update で最新版に更新してください。

4. しばらくすると、表示リストに［受信機名（例：SBWD-----)]が表示されますので、テレビ

　 画面に表示されている受信機名と同じものを選択すると接続が開始されます。

５. 接続中にWindows8.1機器側の画面に、PIN番号の入力を要求するメッセージが表示され、

　 テレビ画面上にはPIN番号を入力できる残り時間の秒読みが始まりますので、ネットワーク

　 管理者から提供されたPIN番号を入力し、［実行]を押してください。

※注：万ー、PIN 番号が接続したテレビ画面に表示されない場合は、ネットワーク管理者からセキュリティ用 PIN 

番号を入手してください。デフォルトでは、セキュリティ用  PIN  番号は、"12345670" です。ー方、PIN 番号が

テレビの画面上に表示されたら（下記写真 ) その番号を PIN ボックスに入力して下さい。

7
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スクリーンビーム 750A( 基本編 )

7. 送信機器の画面と同じ画面がテレビ画面に表示されたら、送信機器はスクリーンビーム750

 と接続されています。

6. モニター画面には接続の動作状況を示したメッセージが表示されます。

1. ミラキャスト に対応した Android OS 搭載スマートフォンの、ワイヤレスディスプレイを起

動してください。 (“設定”内にあるメニューを確認してください。）

2. ワイヤレスディスプレイで接続可能な動作中のスクリーンビーム750 受信機を探します。

画面に表示された動作中の受信機リストから利用したい受信機名を選びます。PIN番号の入力

を要求される場合があります。

※注：万ー PIN 番号が、接続した機器の画面に表示されなかった場合は、ネットワーク管理者からセキュリティ

PIN 番号を入手してください。デフォルトではセキュリティ PIN 番号は、12345670 に設定されています。ー方、

PIN 番号がテレビの画面上に表示された際は、その番号を PIN ボックスに入力してください。

ミラキャストに対応した Android OS 搭載のスマートフォンでは、下記の方法で受信機と接続

して、ワイヤレスディスプレイを利用することができます。

最高性能を発揮させるためには、常にOSが最新版にアップデートされていることが必要です。

※注：メーカーや機種によっては、ミラキャストの名称が異なる場合があります。ご使用の際は、機器の取扱説明

書等でご確認ください。

3.3. ミラキャスト対応機器での設定

3. PIN番号の入力ボックスにPIN番号を入力し、[接続]をクリックします。



9

スクリーンビーム 750A(基本編 )

最適なパフォーマンスを得るために、以下をお試しください。

・受信機が品質の良い信号を受信できるように、送信機から見通せる位置に受信機を設置して

　ください。

・ワイヤレス送信距離は約10メートルです。ただし、建物や壁の材質によって通信距離は変わ

　ります。

・扇風機やモーターの付いている製品、電子レンジ、コードレス電話機の近くへの設置はでき

　るだけ避けてください。それらの機器は、無線通信を妨害するノイズを多く出しますので、

　無線通信が制限される場合があります。

3.4. 最適なパフォーマンスを得るために

4. 表示と操作について
本章では、いくつかの表示モードと受信機側で設定できるコントロール機能について説明しま

す。

4.1. 各表示モードについて
スクリーンビーム750 が利用できる表示モードには、3種類“複製”“拡張”“セカンドスク

リーンのみ”があります。

Windows画面で表示モードを表示させるには、キーボード上の[Windowsキー]と[P]を同時に

押して、表示されている項目から希望する表示モードを選択します。
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スクリーンビーム 750A(基本編 )

●複製モード
複製モードとは、送信機の画面とHDTVモニターの画面とを同じ画面表示を行うことです。

●拡張モード

拡張モードとは、送信機の画面に表示中の画面に加えて、もう一つの拡張画面を作り出して、

TVモニター側に表示することができます。拡張モードでは、送信機で表示中の画面の右側の枠

外にもう一つ別の拡張画面を作り、モニター投影できますので、2面を使った利用ができます。

そのため、TVモニターに投影された拡張画面から機器側に表示中の画面にコンテンツをドラッ

グすることができます。本モードは、ユーザーが選んだコンテンツだけをTVモニター画面に表

示させ、メイン画面を機器側に表示させておくことができます。本モードを最初に選択すると、

TVモニターにはWindowsデスクトップの画面が表示されます。

●セカンドスクリーンのみ

セカンドスクリーンのみモードでは、送信機の画面をTVモニターだけに投影し、機器の画面は

オフになり、何も表示されません。全ての表示がTVモニター側に表示され、送信機側の画面に

は何も表示されず、ブランクになります。

1. USB周辺デバイスを受信機のUSBポートに接続します。10～15秒ほどでデバイスが検出さ

れます。

2. Windows10搭載機器をレシーバーに接続し、[このディスプレイに接続されたキーボードも

しくはマウスからの入力を許可する]のチェックボックスにチェックを入れます。

3. USBキーボード、マウス、トラックパッドを使用して、ソースデバイスを操作します。

受信機のUIBC機能により、ソースデバイス側とUSBデバイス側からのいずれかから、USB HID

に準拠した周辺デバイスを利用いただくことができます。以下の手順により、USBキーボード、

マウス、トラックパッド、さらには電子黒板のタッチ機能用USBコネクターを接続してご利用

できます。

4.2. UIBC機能

※注：UIBC 機能は Windows10 搭載機器でのみご利用いただけます。
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スクリーンビーム 750A( 基本編 )

4.3. デフォルト設定（工場出荷時の状態）に戻すには

1. 受信機の電源を入れて、TVモニターに“機器の接続を待っています”の画面が現れるまで、

　 しばらくお待ちください。

2. 受信機本体のリセットボタンを細い針などで長押しをしてください。

3. TVモニター画面に、“Reset to Default”の文字が現れたら、リセットボタンの長押しを外

します。

しばらくすると、受信機が再起動します。

再起動完了後は、工場出荷時の状態（英語表示）に戻ります。

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。

4.4. 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。
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