
ImageDP4

DisplayPort 出力付き 4 チャンネルグラフィックカード

説明

ImageDP4 は高度なシングル グラフィックスプロセッサ

と改良されたメモリおよび PCI Express の帯域幅を組み

合わせ、従来の Datapath グラフィックスカードよりも最

大 2 倍の解像度を誇る優れたパフォーマンスを実現

します。Datapath ディスプレイドライバは最大 16 枚の 

ImageDP4 カードをサポートし、完全にフレームロックさ

れた最大 64 面のスクリーンに柔軟なシステム構成をも

たらします。

ImageDP4 カードは Windows®7/Server 2008 64bit の環

境下で動作し、Windows® デスクトップをマルチスクリー

ンで展開することに加え、それを縦横の両方向で自由自

在に表示します。これにより、ImageDP4 はディスプレイ

ウォールとデジタルサイネージの用途に最適です。

ImageDP4 は SD、HD、RGB、DVI および 3G-SDI ビデオ 

オーバーレイを必要とするシステムの様々な Datapath 
Vision キャプチャカードとの併用に最適化されています。 

ビデオウィンドウはマルチスクリーンのデスクトップ上の

あらゆる場所に位置づけ縮小/拡大することができる一

方で、フルフレームレートと正確なカラーレンダリングを

全体にわたって維持することができます。Vision のビデ

オキャプチャを ImageDP4 のグラフィックディスプレイと

組み合わせることで、最大 64 スクリーンの高性能ディス

プレイウォールシステムを構築することができます。

ImageDP4 カードは、高解像度の利便性を高めるため、 

4 つのフルサイズの DisplayPort 出力、ロッキングケー

ブルコネクタ、そしてとても長いケーブルをネイティブでサ

ポートしています。

特長

•	 800MHz で 512MB	GDDR5 の最先端の 600MHz 

グラフィックスプロセッサ

•	 x4、x8 および x16 のレーン幅に対応した PCI	
Express	2.1 バスインターフェイス

•	 24bit で 最大 359Mpixels/s	（例 2560x1600 

@60Hz） を実現する DisplayPort	1.1a ビデオ 

ポート ×	4

•	 システムあたり最大 16 枚のカード （最大 64 の 

ディスプレイチャンネル）

•	 DisplayPort コネクタはフルサイズのロッキング 

ケーブルで次世代のディスプレイを駆動

•	 様々な DisplayPort ケーブルおよびアダプタを使

用した DVI サポート

•	 Datapath	DPextend モジュール （グラフィックス 

カードによって起動） を使用して最大 40m のケー 

ブルをサポート

•	 パッシブ冷却で高い信頼性を実現

•	 プロジェクタ・オーバーラップ機能対応 

•	 各出力でマルチ解像度 （異なる解像度） をサ 

ポート

•	 縦方向と横方向表示用のモニター回転サポート

•	 すべての出力で HDCP をサポート

•	 Datapath	Wall	Control ソフトウェアに対応

•	 OEM 顧客向けのソフトウェア開発キットあり



技術仕様

カードのフォーマット 16 レーンの PCI express
カードのサイズ 110mm x 177mm （ヒートシンクを含む）

最大出力解像度 4 x 2560 x 1600 @ 60Hz （最大 359Mpixels/s）
システムあたりの最大カード数 16 枚 （64 ディスプレイチャンネル）

グラフィックカードメモリ 合計 512MB

+3.3V での最大電流 0.25A （4 チャンネルのDPextend + DPadapt を駆動する際には+ 1.8A）

+12V での最大電流 1.2A
最大熱出力 15 ワット

動作温度 0～35°C / 32～96°F
保存温度 -20～70°C / -4～158°F
相対湿度 5%～90% 非結露

平均故障間隔 未定 - 100,000 時間以上を実現すると想定

保証期間 3 年

 

ソフトウェア

ドライバ

Windows® 7 64bit と Windows® Server 2008 で使用するための特殊なマルチスクリーン ディスプレイドライバ。ディスプレイ

ドライバは、Windows の OS に一つの大きなデスクトップを提供します。マルチスクリーンドライバは最大 64 スクリーンをサ

ポートします。

Wall Control
Datapath Wall Control ソフトウェアでは、ビデオとアプリケーションウィンドウを簡単に起動させて位置づけることができ、複

雑な構成のウォールレイアウトを構築することができます。Wall Control はすべてのビデオコンテンツのライブサンプルを含

め、ウィンドウの位置とサイズを表示するディスプレイウォール全体の具象的なウィンドウとなります。完全版では、レイアウ

トを保存し、それらを後日読み出して使用したり、ネットワーク接続を通じて Wall Control を離れた所にあるパソコン上で動

作することができます。ImageDP4 カードにはこれらの高度機能が搭載されていない Wall Control の無料版が付属してい 

ます。

Wall Control は次の 2 つのバージョンでご利用いただけます:

•	 Wall Control - 無料版

•	 Wall Control-red - ハードウェアの USB キー （ドングル） が付いたライセンス版

販売モデル

www.datapath.co.uk | Eメール:sales@datapath.co.uk  | Tel:(+44) (0) 1332 294441

コード 説明

ImageDP4 4 チャンネル Display Port 付き PCI 
グラフィックスカード

ImageDP4/DVI 4 チャンネル Display Port 付き PCI 
グラフィックスカード＋DVI アダプ
タ 4本

弊社は自社製品に使用する技術の開発を継続的に行い、革新的で優れたソリューションを生み出しています。そのため、本技術仕様

は適宜変更される場合がございます。

アクセサリー

コード 説明

DPadapt10 Display Port - DVI アダプタ + 10m パワーケーブル

DPadapt15 Display Port - DVI アダプタ + 15m パワーケーブル

DPadapt20 Display Port - DVI アダプタ + 20m パワーケーブル

DPextend10 DisplayPort 信号エクステンダー + 10m パワーケーブル

DPextend15 DisplayPort 信号エクステンダー + 15m パワーケーブル

DPextend20 DisplayPort 信号エクステンダー + 20m パワーケーブル

当社の製品は別途記載がない限り、最新のソフトウェアとともに発送されます。特別なご要望がございましたら、当社のセールスチームまで

お問い合わせください。

詳細については当社のセールス部門までお問い合わせください。




