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安全上の注意事項
Safety Instructions (UK)
To prevent damage to your Datapath product or injury to personnel operating the equipment, please read the following 
safety precautions prior to operation. These instructions should be made available to all those who will use and operate 
Datapath products.

Power Supply

All Datapath products require a mains power supply. This power supply must be disconnected when equipment is being 
upgraded or relocated.

Cables

Do not expose cables to any liquids; doing so may cause a short circuit which could damage the  
equipment. Do not place heavy objects on top of any cables as this can cause damage and possibly lead to exposed live 
wires.

Ventilation

All computer equipment should be located in a well ventilated area. All ventilation holes on the computer casing must 
be kept clear of any obstruction at all times. Failure to do so will result in the system over heating and damaging your 
equipment.

Working Environment

The equipment should be located in an environment free from dust, moisture and extreme changes in temperature and 
should be placed on a stable and solid work surface. Liquids (hot/cold drinks etc) should not be placed near the equipment 
as spillage could cause serious damage.

Gas/Flammable Liquids

Electronic equipment should never be used in the presence of gas or any flammable liquid, doing so could result in an 
explosion or serious fire.
Smoke/Unusual Smells

Should you notice smoke or unusual smells being emitted from your computer, turn off and unplug the system from the 
mains supply. The system should then be passed to a qualified technician for  
inspection. Continued operation could result in personal injury and damage to property. 
Maintenance

Maintenance should only be carried out by competent technicians, any Datapath plug-in cards that are physically damaged 
should be returned to Datapath for repair using Datapath RMA procedures.

Disposal

At the end of life all Datapath products should be disposed of as per local laws and regulations dictate. In UK contact 
Datapath to arrange disposal. Our WEE registration number is WEEE/AA0005ZR.

Rack Mount Safety Instructions

Temperature 
 If VSN870 systems are to be installed in a closed or multi-unit rack assembly, the installation should be such that the 
amount of air flow required for safe operation of the equipment is not compromised. The operating ambient temperature of 
the rack environment should be maintained below 35 degrees centigrade under all conditions. Appropriate cooling arrange-
ments should be built into the cabinet to ensure that this specification is maintained.

Mechanical Loading 
Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not achieved due to uneven mechani-
cal loading.

Circuit Overloading

Consideration should be given to the connection of the equipment to the mains supply circuit and the effect that overload-
ing of the supply might have on any overcurrent protection or supply wiring. Appropriate consideration of equipment 
nameplate ratings should be used when addressing this concern.

Reliable Earthing

Reliable earthing of all rack-mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given to supply con-
nections other than direct connections to the branch circuit (e.g. use of power strips).

Replaceable Batteries

Caution: Risk of Explosion if Battery is replaced by an Incorrect Type.

Dispose of Used Batteries According to the local laws / regulations and manufacturer’s instructions.

Consignes de sécurité (Fr)

Afin de ne pas endommager votre produit Datapath et d’éviter tout risque de blessure du personnel exploitant le matériel, 
veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant toute utilisation. Ces instructions doivent être mises à disposition de 
toute personne souhaitant utiliser et exploiter les produits Datapath.

Alimentation électrique

Tous les produits Datapath requièrent une alimentation électrique principale. Cette alimentation électrique doit être interrom-
pue en cas de mise à jour ou de relocalisation du matériel.

Câbles

Ne pas exposer les câbles à un liquide quelconque car cela pourrait provoquer un court-circuit susceptible d’endommager le 
matériel.

Ne pas placer d’objets lourds sur les câbles car cela pourrait causer des dommages et conduire éventuellement à des fils 
électriques dénudés.

Ventilation

Tout matériel informatique doit être disposé dans un endroit bien ventilé. Veiller à ne jamais obstruer les orifices de ventila-
tion du boîtier de l’ordinateur ; sinon, il y a risque de surchauffe du système et votre matériel peut être endommagé. 
Environnement de travail

Le matériel doit être placé sur une surface de travail stable et solide, dans un environnement exempt de poussière et 
d’humidité et non exposé à des variations extrêmes de températures. Ne pas placer de liquides (boissons chaudes/froides, 
etc.) près du matériel, car un déversement accidentel pourrait causer de graves dommages.

Gaz/Liquides inflammables
Le matériel électronique ne doit jamais être utilisé en présence de gaz ou de liquide inflammable ; cela pourrait entraîner une 
explosion ou un grave incendie.

Fumée/odeurs inhabituelles

Si vous constatez la présence de fumée ou d’odeurs inhabituelles émanant de votre ordinateur, éteignez-le et débranchez le 
système de l’alimentation secteur. Dans ce cas, le système devra être confié à un technicien qualifié pour inspection. Une 
poursuite de son utilisation risquerait de provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels. 
Entretien

L’entretien doit impérativement être effectué par des techniciens compétents, toute carte enfichable Datapath physiquement 
endommagée est à retourner à Datapath pour réparation via la procédure Datapath RMA.

Élimination

En fin de vie, tous les produits Datapath seront éliminés conformément aux législations et réglementations locales. 
Au Royaume-Uni, veuillez contacter Datapath pour organiser l’élimination. Notre numéro d’enregistrement de Déchets 
d’équipements électriques et électroniques : WEEE/AA0005ZR.

Consignes de sécurité du montage sur bâti

Température

 S’il est prévu d’installer les systèmes VSN870 dans une enceinte fermée ou dans un bâti comportant plusieurs unités, 
l’installation devra être effectuée de telle manière que le débit d’air requis pour la sûreté de fonctionnement du matériel ne 
soit pas compromis. La température ambiante de fonctionnement de l’environnement du bâti doit être maintenue en-dessous 
de 35 degrés centigrades dans toutes les conditions. Des dispositifs de refroidissement appropriés doivent être intégrés dans 
l’armoire de façon à garantir le maintien de cette spécification.
Charge mécanique 
Le montage du matériel doit être effectué de manière à exclure toute situation dangereuse pouvant provenir d’une charge 
mécanique irrégulière.

Surcharge du circuit

Il convient d’apporter une certaine importance au raccordement du matériel au circuit de l’alimentation secteur et aux effets 
qu’une surcharge de l’alimentation pourrait avoir sur une protection contre les surintensités ou les câbles d’alimentation. 
Vérifiez pour cela les valeurs nominales sur les plaques d’identification du matériel.

Fiabilité de la mise à la terre

Veiller à une mise à la terre fiable de tout matériel monté sur bâti. Une attention particulière devra être accordée aux raccor-
dements d’alimentation autres que les raccordements directs au circuit de dérivation (utilisation de multiprises par exemple).

Batteries remplaçables

Attention: Risque d’explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

Jetez les piles usagées conformément aux lois / réglementations locales et aux instructions du fabricant.

Sicherheitsanweisungen (D)
Die folgenden Sicherheitsanweisungen dienen der Vermeidung von Schäden an Ihrem Datapath-Produkt und Verletzungen 
der Nutzer. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen. Diese Anweisungen sollten allen 
Personen zugänglich gemacht werden, die mit der Nutzung und der Bedienung von Datapath-Produkten betraut sind.

Stromversorgung

Alle Datapath-Produkte müssen an die Hauptstromversorgung angeschlossen werden. Die Stromversorgung muss unterbrochen 
werden, wenn Geräte ausgetauscht oder an einer anderen Stelle platziert werden sollen. 
Kabel

Kabel dürfen nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dadurch ein Kurzschluss und somit ein Schaden an dem 
Gerät ausgelöst werden könnte. Stellen Sie außerdem keine schweren Objekte auf die Kabel, um Schäden und offen liegende 
stromführende Leitungen zu vermeiden.

Lüftung

Computerausrüstung sollte in einem gut gelüfteten Bereich aufgestellt werden. Die Lüftungslöcher am Computergehäuse müs-
sen stets freigehalten werden, um eine Überhitzung und somit einen Geräteschaden zu vermeiden.

Arbeitsumgebung

Die Geräte sollten in einer staubfreien und trockenen Umgebung, in der keine extremen Temperaturänderungen zu erwarten 
sind, auf einer stabilen Arbeitsfläche aufgestellt werden. In der Nähe der Geräte sollten keine Flüssigkeiten (heiße/kalte 
Getränke etc.) platziert werden, die verschüttet werden und schwerwiegende Schäden anrichten könnten.

Gas/brennbare Flüssigkeiten

Elektronische Geräte sind nicht in Umgebungen zu verwenden, in denen Gas oder brennbare Flüssigkeiten vorhanden ist/sind 
und somit Brand- und Explosionsgefahr besteht.

Rauch/ungewöhnliche Gerüche

Schalten Sie das System aus und trennen Sie es von der Hauptversorgung, wenn von Ihrem Computer Rauch ausgeht oder 
dieser ungewöhnliche Gerüche abgibt. Lassen Sie das System anschließend von einem qualifizierten Techniker prüfen. Bei 
fortgeführtem Betrieb besteht die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden. 
Wartung

Wartungsarbeiten sollten nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden. Physisch beschädigte Plug-in-Karten von 
Datapath sollten zur Reparatur unter Einsatz der RMA-Verfahren von Datapath an Datapath übergeben werden.

Entsorgung

Am Ende ihrer Nutzungsdauer sollten Datapath-Produkte gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden. 
Für Nutzer in Großbritannien: Bitte kontaktieren Sie Datapath, um Vorkehrungen zur Entsorgung von Datapath-Produkten zu 
treffen. Unsere WEE-Registrierungsnummer lautet WEEE/AA0005ZR. 

Sicherheitsanweisungen zur Rack-Montage

Temperatur 
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss ausreichend Luft zur Kühlung sichergestellt werden, wenn VSN870-Systeme 
in einem geschlossenen Rack-Aufbau oder einem Aufbau für mehrere Geräte installiert werden. Die Umgebungstemperatur in 
dem Bereich, in dem sich das Rack befindet, sollte stets unterhalb von 35° C liegen. Das Gehäuse sollte mit einer Vorrichtung 
zur angemessenen Kühlung ausgestattet sein, sodass diese Spezifikation erfüllt werden kann. 
Mechanische Belastung 
Um Gefahrensituationen zu vermeiden, muss bei der Platzierung der Geräte in das Rack auf eine gleichmäßige mechanische 
Belastung geachtet werden.

Schaltkreisüberlastung

Beim Anschluss der Geräte an die Hauptstromversorgung sollten die Auswirkungen berücksichtigt werden, die eine Überlastung 
der Stromversorgung auf einen eventuell vorhandenen Überstromschutz oder Versorgungsleitungen haben könnte. In diesem 
Zusammenhang sind die Typenschilder der Geräte zu beachten.

Zuverlässige Erdung

In Bezug auf in Racks montierte Geräte ist stets auf eine zuverlässige Erdung und insbesondere auf Versorgungsleitungen zu 
achten, die nicht direkt an den jeweiligen Stromkreis angeschlossen sind (Nutzung von Steckerleisten etc.).

auswechselbare Batterien

Achtung: Explosionsgefahr, wenn Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend der örtlichen Gesetze / Vorschriften und Anweisungen des Herstellers.

Instrucciones de seguridad (Esp)
Rogamos leer las siguientes instrucciones de seguridad antes de poner en funcionamiento el equipo, a fin de evitar daños en 
su producto de Datapath o lesiones al personal encargado de su manejo. Poner estas instrucciones a disposición de todos 
aquellos que vayan a utilizar y/o manejar los productos de Datapath.

Alimentación eléctrica

Todos los productos de Datapath requieren una fuente de alimentación eléctrica. Esta fuente de alimentación eléctrica debe 
ser desconectada durante las tareas de renovación o traslado.

Cables

No exponer los cables a líquidos, ya que ello puede causar un cortocircuito y, por consiguiente, daños en el equipo. No 
colocar objetos pesados sobre los cables, ya que esto puede ocasionar daños y poner al descubierto los cables vivos.

Ventilación

Todos los equipos informáticos deben estar situados en un área bien ventilada. Mantener todos los orificios de ventilación de 
la carcasa del ordenador siempre libres de obstrucciones de cualquier tipo. En caso contrario, podría producirse un sobrecalen-
tamiento del sistema y daños en el equipo.

Entorno de trabajo

El equipo debe estar emplazado en un ambiente sin polvo, humedad ni cambios bruscos de temperatura y debe ser situado 
sobre una superficie estable y sólida. No colocar líquidos (bebidas calientes/frías, etc.) cerca del equipo, ya que un derrame 
podría causar graves daños.

Gas/líquidos inflamables
El equipo electrónico nunca debe ser usado en presencia de gas o líquido inflamable, ya que esto podría causar una explosión 
o un incendio grave.

Humo/olores inusuales

En caso de percibir humo u olores inusuales provenientes de su ordenador, apagar y desenchufar el equipo de la red eléc-
trica. El sistema debe ser confiado entonces a un técnico cualificado para su 
inspección. Si el equipo continuara funcionando, esto podría ocasionar lesiones personales y daños materiales. 
Mantenimiento 
El mantenimiento solo debe ser ejecutado por técnicos capacitados. Las tarjetas insertables (plug-in) de Datapath que estén 
físicamente dañadas deben ser devueltas a Datapath para su reparación según los procedimientos RMA (Return Merchandise 
Agreement) de Datapath.

Eliminación

Al final de su vida útil, todos los productos de Datapath deben ser eliminados de acuerdo con las leyes y normativas locales. 
En el Reino Unido, contactar a Datapath para organizar la eliminación. Nuestro número de registro WEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) es WEEE/AA0005ZR.

Instrucciones de seguridad para montaje en bastidor
Temperatura 
 Si los sistemas VSN870 se montan en un bastidor cerrado o en un bastidor de varias unidades, la instalación se deberá 
realizar evitando que afecte al flujo de aire necesario para un funcionamiento seguro. Mantener la temperatura ambiente del 
entorno del bastidor por debajo de los 35 grados centígrados bajo todo tipo de condiciones. Instalar en el armario los disposi-
tivos adecuados de refrigeración a fin de asegurar que se cumpla esta especificación.
Carga mecánica 
Efectuar el montaje del equipo en el bastidor de tal modo que se eviten situaciones de peligro debidas a una carga mecánica 
irregular.

Sobrecarga del circuito

Tener especial cuidado al realizar la conexión del equipo al circuito de la red eléctrica a fin de evitar que una sobrecarga de 
ésta pueda afectar a algún dispositivo de protección contra corriente de sobreintensidad o al cableado de alimentación. Tener 
en cuenta las capacidades especificadas en la placa indicadora del equipo al conectarlo a la red.

Puesta a tierra segura

Asegurar la puesta a tierra segura de todos los equipos montados en bastidor. Prestar especial atención a las conexiones de 
alimentación que no sean conexiones directas al circuito en derivación (por ejemplo, mediante regletas).

Baterías reemplazables

Precaución: Riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo incorrecto.

Deseche las baterías usadas según las leyes / regulaciones locales y las instrucciones del fabricante.



VSN870 

お買い上げいただきありがとうございます。VSN870は、RGB/HD/HDMI/HD-SDI/SD-SDI/3g-SDI/DVI/SD  
コンポジットおよびS-Videoソースをキャプチャできるビデオウォールコントローラソリューション機能を備え

たパワフルなCore i7産業用PCです。キャプチャしたソースは、弊社のWall Control-red Windows®アプリプ

ログラムを使って、ディスプレイウォールのどこにでも表示することができます。

特別な設定が要求されていない限り、このVSN870は、このシステムがサポートする可能な限り多くのディ

スプレイウォールスクリーンと入力ソース用に構成されています。 

このクイックスタートガイドは新しいVSN870のインストールとセットアップを簡単にするためのものですが、
このガイドに含まれていない問題が生じたときは、ユーザーマニュアルおよびオンラインのヘルプシステ

ムを参照してください。 

ステップ1

内容物リスト – 箱の中に含まれるもの：

VSN870シャーシ 
（大型システムにはVision800X拡張シャーシが含まれるもの

があります。クイックスタートガイドの付録をご覧ください。）

キーボード

マウス

ケーブル/アダプタ  
 （図1数量ガイドをご覧ください）

クイックスタートガイド 

アクセサリパックに含まれるもの：

 Image4 ソフトウェア インストールスイートCD 
（注：このCDには、カードキャプチャ用ドライバおよび、ウォールコントロールアプリ

ケーションソフトウェアを含む、VSN870に必要なすべてのソフトウェアが含まれて

います。）

 オペレーティングシステムCD（プロダクトキーを含む）

 マザーボードドライバCD
 取り外し可能ハードドライブキー

 シャーシドアキー

図1

3

C1 1 個 - オプション要求があればこのアイテムはVSN870内にインストールできます

C2 VisionRGB-E2Sカードにつき2個VisionRGB-E1S およびVisionSD4 +1カードにつき1個
C3 VisionRGB-E1S/E2Sカードにつき1個VisionSD4 +1カードにつき1個
C4 VisionRGB-E1S/E2Sカードにつき1個VisionSD4 +1カードにつき1個
C5 SBC2につき1個
C6 ImageDP4グラフィックスカードにつき4個
C7 VisionSD8につき1個およびVisionSD4 +1カードにつき1個
C8 RPSU モデルにつき2個および ATX モデルにつき1個 
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ステップ 2  
 
箱から取り出す

VSN870シャーシは重いので、持ち上げる時はご注意ください。

損傷がないか確認してください。品物に損傷のしるしがあった場合は、ただちに販売店にご連絡ください。

注意！

VSN870シャーシ内部にさらに梱包材が入っています。操作を開始する前にケースのふたの両側に２本ず

つ付いた合計4本のねじをはずして、中の梱包材を取り出してください。

梱包材は将来の輸送に備えて保存してください。

正面図

図2

キー：

F1 DVDRW ドライブ。

F2 2 x 500GB リムーバブルSATA ハードドライブ。

F3 電源スイッチ。

F4 PSUアラームリセットスイッチ。

F5 操作LED。
F6 システム リセットスイッチ。
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後面図

カスタム設定のVSN870はインストールされた出力カードとキャプチャカードの数により異なります。 下の

図（図3）は後パネルの一例で、Vision800にインストール可能な6種類のカードを示しています。

•	 ImageDP4 カード（出力 1 -4）
•	 VisionRGB-E2S カード（入力 5 および 6）
•	 VisionSD4+1Sカード（入力 7 および 8）
•	 VisionSD8 カード（入力 9）
•	 VisionAV/B カード（入力 10 および 11）
•	 VisionDVI-DL カード （入力 12）
•	 VisionSDI2 カード（入力 13 および 15）
この例は4つのスクリーンウォール（1、2、3および4）、4つのRGB/HD/HDMI/DVIソース（5、6、7および11）、
全部で13のSDコンポジットまたはS-Video ソース、4つのVisionSD4+1sに（8）、8つの VisionSD8 キャプチャ

カード（9）、1つのRCA コネクタ （10）、1つのDual-LinkDVI ソース （12）、2つのSDIソース（13および15）をサ

ポートする設定です。

図3 （表示されているモデル - RPSU）

P1 電源コネクタ（ATX モデルの電源コネクタは１つだけです）

P2 主電源スイッチ（ATX モデルの主電源スイッチは１つだけです）

1 ImageDP4 グラフィックスカード 出力コネクタ - 出力ケーブル接続用 （図4）

2 ImageDP4 グラフィックスカード 出力コネクタ - 出力ケーブル接続用 （図4）

3 ImageDP4 グラフィックスカード 出力コネクタ - 出力ケーブル接続用 （図4）

4 ImageDP4 グラフィックスカード 出力コネクタ - 出力ケーブル接続用 （図4）

5 VisionRGB-E2S キャプチャカードDVI-I 入力コネクタ = RGB/HD/HDMI/DVI ソース。 （図5/6/7/8）

6 VisionRGB-E2S キャプチャカードDVI-I 入力コネクタ = RGB/HD/HDMI/DVI ソース。 （図5/6/7/8）

7 VisionSD4+1S キャプチャカードDVI-I入力コネクタ = RGB/HD/HDMI/DVI ソース。 （図5/6/7/8）

8 VisionSD4+1S キャプチャカードDタイプ入力コネクタ = SD コンポジット/Sビデオ ソース。 （図11）

9 VisionSD8 キャプチャカードDタイプ入力コネクタ = SD コンポジット/Sビデオ ソース。 （図12）

10 VisionAV キャプチャカードRCAコネクタ - SD（標準解像度）コンポジットソース１つ接続用

11 VisionAV キャプチャカードDVI-I入力コネクタ – RGB/HD/HDMI/DVIソース１つ接続用 （図5/6/7/8）参照

12 VisionDVI-DL キャプチャカードデュアルリンクDVI-D 入力コネクタ – Dual Link DVI ソース接続用 （図9）

13 VisionSDI2 キャプチャカードBNC入力コネクタ 1 = SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI ソース。 （図10）

14 VisionSDI2 キャプチャカードBNC Passthroughコネクタ、入力コネクタ１用。 （図10）

15 VisionSDI2 キャプチャカードBNC入力コネクタ 2 = SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI ソース。 （図10）

16 VisionSDI2 キャプチャカードBNC Passthroughコネクタ、入力コネクタ2用。 （図10）

S1 補助入力コネクタ。

S2 USB 入力コネクタ。

S3 ネットワークコネクタ。

S4 コントロール画面用出力コネクタ

キー：
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ステップ 3

はじめに

USBキーボード、マウス、ウォールコントロールソフトウェアUSBキーを（リクエストにより内蔵してある場

合を除く）SBCバックプレーンにある空いているUSBコネクタに接続します。（図3 - S2）

電源ケーブルをシャーシに接続します （図3 - P1）。両方のケーブルが RPSU システムに接続されていな

いと、システムのスイッチを入れたときアラームが鳴り赤い電源LEDが点灯します。

出力スクリーンの接続方法

ケーブルをコネクタに接続する時は細心の注意を払ってください。

ピンが正しい方向を向いていてコネクタをまっすぐに差し込んでいれば、無理な力を入れる必要はあり

ません。無理な取り扱いによってケーブルのプラグ内のピンが押し曲げられると、出力ソケットを損傷

し、プリント回路板に修復不能な損傷を与えることがあります。

このような損傷は保証の対象に含まれません。

コントロール画面 

コントロール画面はディスプレイウォールから独立した出力画面です。このシステムはコントロール画面

に起動するよう設定されています。事前にリクエスト設定しない限り、コントロール画面はWindows® の

第１モニタ、ディスプレイウォールは第２モニタとして設定されています。

コントロール画面をSBCの出力に接続します （図3 - S4）。このとき付属のアナログ/DVI スプリッタ ケーブ

ルを使用します （図1 - C5）。 

ディスプレイウォール

ディスプレイウォールのモニターを出力コネクタに接続します（図3 – 1-4）。このとき付属品の出力 ディス

プレイ接続端子を使用します。

図4



入力ソースの接続方法 

このシステムには DVI-I （図3 – 5、6、7 および11）、DVI-D （図3 – 12）とD-type t （図3 – 8 および 9）の２タイプ

の入力コネクタがあります。 

DVI-I コネクタはDVI、HDMI、コンポーネントと RGB （VGA） 入力をサポートしています。必要な場合は付属

のアダプタを使用します。

DVI 入力は、DVI-I コネクタに直接接続し、DVI-D （デジタル） またはDVI-A （アナログ） 入力に対応します：

図5

HDMI 入力はDVI-HDMI アダプタを使用してDVI-I コネクタに接続します：

コンポーネント入力はDVI-I コネクタDVI-コンポーネント アダプタに接続します：

図7

RGB （VGA） 入力はDVI-HDMI アダプタを使用してDVI-I コネクタに接続します：
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図6

図8
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SD コンポジットまたはS-Video 入力は付属品のコンポジット/S-Video ケーブルを使用してVisionSD8 
キャプチャカード入力のDタイプコネクタに接続します：

図11

Dual Link DVI 入力はDVI-D Dual Link コネクタに直接接続します。入力ケーブルは付属品ではあり 
ません。

図9

SD-SDI/HD-SDIと3G-SDI入力はVisionSDI2カードのBNCコネクタに直接接続します。入力ケーブルは付属
品ではありません。

図10
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SD コンポジット/S-Video 入力ケーブルをご使用ください。 

コンポジット/S-Video 入力ケーブルには1から16までの番号がついた16個のBNC ソケットがあり、26分岐D
コネクタに接続しています。コンポジット入力シグナルにははじめの8つのBNCソケットのみを使用します。

ビデオ入力を接続するには、下の表のようにコンポジット/S-Video のLuma および Chroma シグナルを接

続します。

DコンポジットまたはS-Video入力は付属品のコンポジット/S-Videoケーブルを使用してVisionSD4+1キャプ

チャカード入力のDタイプコネクタに接続します：

入力 コンポジット/S-Video Luma = 

BNC コネクタ
Chroma = BNC コネクタ

1 1 9
2 2 10
3 3 11
4 4 12
5 5 13
6 6 14
7 7 15
8 8 16

VisionSD4+1Sキャプチャカードにコンポジット入力シグナルを入力する場合は、はじめの4つのBNC  

ソケットのみを使用します。ビデオ入力を接続するには、上の表のようにコンポジット/S-VideoのLumaお 

よびChromaシグナルを接続します。

図12



ステップ 4

VSN870の起動

電源供給ユニットがオンになっていることを確認してください（図3 - P2）。

主電源スイッチを押してから離してください（図2- F3）。

BIOSとブートメッセージがSBCの出力ソケットに接続されている操作画面に表示されます（図3 - S4）。

システムがWindows® を起動したとき、操作画面にSplash Screenが表示されます。

言語、ユーザーアカウント詳細とコンピュータ名選択を含むWindows® セットアップ手順を完了させてくだ

さい。アクセサリパック内に含まれるオペレーティングシステムCDケースの中にあるオペレーティングソフ

トウェアキーの入力を求められます。

アカウントがセットアップされると、操作画面とディスプレイウォールがWindows®デスクトップに開きます。 

VSN870はウォールレイアウトと画面解像度がデフォルトで工場出荷時の設定にされています。 これら

の設定は、画面プロパティダイアログからアクセス可能なTWINタブを使用して変更することができま

す。TWINタブにアクセスするにはデスクトップ上で右クリックをし、画面解像度を選択すると、以下のダイ

アログが表示されます：

図13

このダイアログは操作画面を第一モニター（1）、ディスプレイウォールを第二モニター（2）として表示しま

す。

TWINプロパティタブにアクセスするには、ボックスの中を一度クリックし、詳細設定を選択することによっ

て第二モニターをハイライトしてください（図13）。

10
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工場出荷時のデフォルト設定を変更したい時は、TWINタブを使って画面の数、配列、画面ごとの解像度 

を設定します（図14）。

図14

[適用する]をクリックし、その後[OK]をクリックしてください。この変更には、システム再起動を要する場合
があります。
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ステップ 5

ウォールコントロール

ウォールコントロールは、ディスプレイウォール上のアプリケーションウィンドウと入力ウィンドウのイン
タラクティブ形式による移動、サイズ設定と配置を実行することができます。ウォールコントロールはウ
ィンドウ配置の補助としてガイドとグリッド機能があります。指定のウォールレイアウトを.lay filesとして
保存し、必要なときに呼び出すことができます。ウォールコントロールの機能性に関する詳細について
は、ウォールコントロールのオンラインヘルプをご覧ください。

ウォールコントロールアプリケーションを手元のVSN870で使用する場合、以下を選択してください： スタ
ートメニュー>すべてのプログラム>Wall Control>Wall Control - マイコンピュータ。これによりウォールコ

ントロールアプリケーションが起動します（図15）。

図15

アプリケーション詳細

1 コントロール画面画像

2 ディスプレイウォール画像 – 現在表示されている入力ソースのスナップショットを表示します。

3 アプリケーションツールバー – ディスプレイ可能な入力の数と種類を表示します。

4 デスクトップのアプリケーションのエリアにウインドウをドラッグすることができるので、ディスプ
レイウォール上に表示しなくても操作ができます。



13

アプリケーションツールバー内にアイコンが表示されます

コンポジット入力

Sビデオ入力

DVI入力

アナログ入力

コンポーネント入力

SDI入力

DVIデュアルリンク入力 

IPカメラ入力 

アイコンが緑色にハイライトされている場合、そのタイプのアクティブ入力が存在することを示しています。 

図15の例では、入力4はDVIが現在キャプチャされていることを示しています。 

ディスプレイウォール上に入力を表示するには

ディスプレイウォール上に入力ソースを表示するには、入力ソースをアプリケーションツールバー（図15 – 3
）からドラッグしてディスプレイウォール画像にドロップしてください（図15 - 2）。 

ウィンドウを移動するには、ウィンドウ画像をデスクトップ画像上の指定の位置にドラッグしてドロップしてく

ださい。

ウィンドウのサイズ変更を実行するには、ウィンドウ画像のボーダーをクリックしてドラッグしてください。

すべての要求されるウィンドウがウォール上に設置されると、設定がレイアウトファイルとして保存されま

す。アプリケーションファイルメニューをクリックして[保存/名前をつけて保存]を選択します。これによって

設定をいつでも呼び出せる.lay fileとして保存することができます。

追加詳細

あなたの新しいVSN870を完全に使いこなすために、ウォールコントロールアプリケーションのヘルプメニュ

ーのオンラインヘルプシステムをご利用ください。



MAIN SALES DEPARTMENT

Datapath Limited、
Bemrose House
Bemrose Park 
Wayzgoose Drive、
Derby、DE21 6XQ 
英国 

電話：(+44) (0) 1332 294441  
ファックス：(+44) (0) 1332 290667 

電子メール：sales@datapath.co.uk 
Web：http://www.datapath.co.uk

品質保証
VSN870は工場出荷前に以下の基準による検査済みです：

コンポーネント

出力カード

システム構築前に二重機能検査。

キャプチャカード

システム構築前にすべての入力タイプについて二重機能検査。

VSN870内蔵システム

ウォールコントロールと市販PC作動状態で最低12時間の浸漬試験、ストレス（負荷）テスト

品質テスト日：…………………………………. 正式署名……………………………….


