業務用ミラキャストアダプター

ScreenBeam750A
TM

WiFi不要
Windows10なら電子黒板のタッチ
バック機能がミラキャストで使えます。

スクリーンビーム 750A

正規ミラキャスト認証品
ScreenBeam750Aは、企業の会議室や学校の教室などに設置したモニターや電子黒板に、パソコンやタ
ブレットの画面をワイヤレス投影できる業務用ミラキャストアダプターです。ScreenBeam750Aは、ス
クリーンビーム・セントラルマネージメントシステム(以下”CMS”)を標準搭載しています。最大4000台
に及ぶScreenBeam750の動作状態の確認や設定の変更を遠隔から操作できます。中〜大規模導入時の
メンテナンス費用が大幅に削減できます。
<会議スタイルの変革・会議での無駄な時間を解消>
会議の際、室内のどの場所からでも瞬時に投影できま
すので、いままでケーブルを探したりケーブルが届く
位置への移動や、プレゼンター毎のケーブルの手渡し
などにかかっていた時間を無くすことができます。
1 回の会議で5分無駄にしているとすると、場合によ
っては1年間に数千時間もの節約につながるため、会
議の効率的な運営と生産性の向上が図れます。
<業務用の多彩な機能を搭載>
業務用として開発されたScreenBeam750Aは、長期
の利用を想定し、導入時の初期設定からファームウ
ェア更新をはじめとした、導入後のメンテナンスに
かかる作業時間を減らすことができる機能を搭載し
ています。
<効果測定ができる>
校内LANが整備されている学校や自治体では、スクリ
ーンビームをLANに繋げ、CMSを使ってスクリーンビ
ームの運用状態を確認することができます。タブレ
ットとスクリーンビームとの接続開始時間と切断時
間のログを取って、利用した時間を計算し、導入後
の効果測定を１台単位で把握することができます。

<授業スタイルの変革・機械が苦手な教員も簡単に
利用できます。>
学校の教室では、いままで固定位置に置かれたパ
ソコンにくぎ付けになって操作に追われていた教
員が、パソコンやタブレットを教科書のように持
ち歩き、生徒の机の傍から、簡単に画面を投影す
ることができるようになります。セットアップも
簡単なため、パソコンが苦手な教員でも無理なく
利用できます。
<Windows10 Continuumにも対応>
Windows10 continuum に対応したタブレットやス
マートフォンでは、待ち受け画面とは別にもう一つ
別の画面が外部モニターに表示されます。
ミラキャストを使ってワイヤレス接続をはじめると
ScreenBeam750 本体の USB 端子につないだマウス
や キーボードがパソコンのように操作できます。
また、利用する任意の周波数帯を選択設定できる
AGO モードに対応。オフィス内で Continuum を利
用する際、多くの台数を1か所に集中して設置する
場合でも周波数チャンネルを割り振ることで、無線
帯域の飽和を解消し安定した接続を可能にします。

※CMS とは Central Management System の略です。

ICT 教育環境整備における課題を解決するスクリーンビーム 750A
見せる授業へ

・タブレットの画面をそのまま電子黒板やモニターへ無線で映し出す。
・動画授業は生徒の学習への興味を増し、学習効果を高める。
・Windows10タブレットを使えば電子黒板とのインタラクティブ授業も可能。

見せる授業へ

WiFi ネットワークの負荷を低減し動画もスムーズ
WiFi だけの運用

WiFi とミラキャストを導入

WiFi に集中→動画 NG

WiFi とミラキャストに分散→動画 OK

インターネット

インターネット

校内 LAN サーバー

校内 LAN
インターネット

校内 LAN
インターネット

通信制限

校内 LAN サーバー

アクセスポイント

アクセスポイント

WiFi AP

WiFi AP

WiFi

WiFi

ミラキャスト

PC

モニター

モニターへ表示させるデータ量がWiFi帯域や校内ネット
ワークの処理の限界を超えると接続エラーになり、動画
の授業は難しくなります。

タブレット

動画表示はミラキャスト、ネット接続はWiFiなど処理を
分散させることで校内ネットワークの負荷を減らし、動
画を使った授業が実現できます。

スクリーンビーム750Aの多彩な機能 (Windows10/8.1のデバイスのみ対応)
・言語設定
・受信機名の変更
・画面サイズ調整
・管理者パスワードの変更
・待ち受け画面の壁紙変更

・スクリーンセーバー設定
・PINコードの設定
・HDMI端子のスリープモード設定
・ワンタッチプレイ(HDMI-CEC)オン・オフ
・ファームウェアの更新

機能設定には、２種類の方法があります。

モニター

ScreenBeam750A
TM

① 管理画面を使う：
1台毎にダイレクト接続を行ってその場で
設定する。
管理画面は、ScreenBeam750本体に内蔵さ
れた設定ツールです。1台のPCとScreenBeam750を1台ごとに繋いで設定します。
A

B

② CMSを使う：
LAN接続により複数台を遠隔から一括設定
する。
CMSは、ScreenBeam750A付属のLANアダ
プターを使ってネットワークに繋いで、1
台のPCから遠隔操作できるアプリケーショ
ンソフトです。ネットワークに繋げた
ScreenBeam750を最大4000台まで、グル
ープ管理できます。

画面上で各レシーバーの状態を確認できます。
型名が表示されるので、
操作するレシーバーを
容易に特定できます。

最新のファームウエア更新が
実行されているレシーバーを確認できます。
（現在のファームウエアのバージョン
が表示されます。）

接続されたすべてのスクリーンビ
ームレシーバーの状態と情報を一
目で確認できます。

グループ化された
レシーバーとグループ化されていない
レシーバーをすばやく見つけられます。

ビジー、
アイドル、オンラインの
各状態にあるレシーバーを
確認できます。

ネットワーク上にある
オンライン・レシーバーと
オフライン・レシーバーの
合計数を監視できます。

CMSソフトウェアは一画面から、すべての設定を集中管理する事ができます。例えば、CMSソフトウェアのコンソー
ル画面から直接グループ編成したレシーバーに対して、固定のPIN番号もしくは、
ランダムなPIN番号を割り当て
たり、
また、
グループ内にある特定のレシーバーに対し、
プロジェクターのランプ寿命を長くするために、HDMI VGAポートの電源をOFFにしたりすることもできます。

ScreenBeam750A
TM

ScreenBeam 750 の接続例

付属品

ScreenBeam 750 本体
電源コンセント

AC アダプター

画像・音声用 HDMI ケーブル
タッチパネル用 USB ケーブル

HDMI ケーブル

<製品仕様>
対応言語
無線規格

：日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語
：2.4GHz/5GHzデュアルバンド対応ミラキャスト(IEEE 802.11 a/b/g/n)
＊5Ghz帯は屋内専用
セキュリティ
：WPA2, WPS, Virtual PBC, PINペアリング, AES 128bit
対応機器
：Windows10 / 8.1またはAndroid4.2以降のミラキャスト対応パソコン、
タブレットまたはスマートフォン。
スクリーンビームUSB送信機（ScreenBeam TX2）と専用アプリが利用
できるWindows7/8がプリインストールされたパソコンまたはタブレット
(iOS非対応)
I/F
：HDMI または VGA(付属の HDMI-VGA 変換アダプター利用時)
表示解像度
：最大 1080p30(フル HD), H.264
オーディオ形式 ：LPCM & AAC, ステレオ, 5.1ch サラウンド
画面転送時間
：最速 0.1 秒以内
電源・消費電力 ：5V/2A、4W
本体外形・重量 ：78mmx 75mmx20mm (縦X横X厚さ)、65g(ケーブル等は除く)
無線有効距離
：10 メートル
著作権保護(DRM) ：HDCP2.1 以降(*VGA 接続時非対応)
動作環境
：0℃~40℃ (温度) 10%~85%(湿度)
付属品
：AC電源アダプター、HDMI-VGAアダプター(音声ケーブル付)、HDMIケーブル(90cm)、
CMS 用 USB-WiFi アダプター、CMS 用 USB-Ethernet アダプター、
保証書、クイックスタートガイド

Windows7にはスクリーンビーム送信機 TX2(別売り)をご利用ください。

ScreenBeam TX2

ScreenBeam 750

HDMI-VGA アダプター

CMS 用
USB-Ethernet アダプター

CMS 用
USB-WiFi アダプター

AC 電源アダプター

Actiontec Electronics,Inc.
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URL：http://www.screenbeam.com
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＊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。

