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取扱説明書
取扱説明書

VZ-C12³ / VZ-C32³

詳細については弊社のホームページをご覧下さい。
w w w. w o l f v i s i o n . co m / s u p p o r t

WARNING!

＜安全に関するご注意＞

製品内部は高電圧のため
感電する恐れがあります
製品内部は高電圧のため
感電する恐れがあります

以下の注意にしたがって下さい:
●本機を開く時は、指をはさまないようにご注意下さい。

●本機を使用する時はステッカーの指示通りに必ず正しい電圧でご使用下さい。
●本機が極度に高い熱や湿気などにさらされないように気をつけて下さい。
●本機に過度の衝撃を与えないようにご注意下さい。
●本機の両側面にある通風孔を通して、本体が十分に冷却されるようにして下さい。
●何らかの異常な症状（雑音、臭い、煙など）がある場合は直ちに電源ケーブルを抜き、ビジュア
ライザーの取扱店までご連絡下さい。
●破損した電源ケーブルや電源は、ショートや感電の原因になるので使用しないで下さい。
●危険を避けるため、ビジュアライザーを改造したり、カバーパネルが所定の位置にしっかり固定
されていない状態で操作しないで下さい。
●本機が水、金属あるいは引火性の物質に触れないようにご注意下さい。
●本機を設置する場合、放射性物質のある環境は避けて下さい。
●また、強い磁気や電流が流れている場所も避けて下さい。磁気や電流はモニター画像の歪みの原
因になり、CCDカメラにもダメージを与えます。
●ぬれた手で電源ソケットからプラグを抜かないで下さい。
●本機を長時間使用しない場合は、電源ケーブルを抜いておいて下さい。

内蔵レーザーポインターに関する注意:
レーザービームを凝視しないで下さい！
レーザーを改造しないで下さい。レーザービームを光学機器を
使って見ないで下さい。

危険!

レーザーポインター
FDA accession number: 9912688-00
この製品は 21 CFR 1040.10 及び1040.11 を遵守しています。

開閉時に指を
挟まないように
ご注意下さい。

技術情報：
λ=635 - 680nm
P < 1mW
Θ 2mrad

このラベルはリモコンの下部にあります。

リモコンのレーザー光線は前方左に
ある小さな穴から発光しています。
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安全ロック
メカニズム

承認
機器上のマーク:

C

Tested to complywith
FCC standards for
home or office use

US
L I ST E D

9902476

FCC 規則:
本製品は FCC（米国連邦通信委員会）規則15項に適合しています。 操作は、次の条件に従います。
(1) 本機は有害な電波障害を発生しない。
(2) 本機は、望ましくない動作を生じる電波障害を含むあらゆる電波障害を受けつけるもの
でなければならない。
注意:
本製品はFCC（米国連邦通信委員会）規則15項に定められた規制に基づいて所定の試験が 実施され、これに 適合
するものと認定されているデジタル機器です。
ユーザーに対する注意:
インテンショナルラジエータあるいはアンインテンショナルラジエータの取扱説明書は、遵守責任のある団体の許可なく本製
品に変更や修正を加えた場合には、ユーザーに提供されている本製品の使用権が無効になることがあると警告していま
す。
本製品は EMC指令と電気機器指令に適合しています。
本製品は UL 60950. CSA 22.22-60950規格に基づいた試験・評価を実施、認定取得
本製品は CB-Scheme認証に基づいた試験・評価を実施、認定取得
本製品は PCT-Scheme認証に基づいた試験・評価を実施、認定取得

特許番号
EU 0 362 737
DE P58907684.1-08
CN 89107780.4
JP 1725033

KR 128059
US 5,027,219
EU 0 987 874
JP 3 544 900

AU 765617
CN ZL99118847.0
など

著作権情報
すべての著作権はWolfVision社にあります。
WolfVision、Wofu Vision および沃福視汛は、WolfVision Holding AG, Austria の登録商標です。
WolfVisionの書面による事前の許可なしには、いかなる方法においてもこの取扱説明書の複写、複製、転載を禁じま
す。購買者の保管（バックアップ）目的のみ許可されています。
WolfVision 社は、改善のため製品仕様を予告なく変更する権利を有します。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。
免責事項：
WolfVision 社は、技術上または編集上の不完全な記載または誤植についての責任を負いかねますので
ご了承ください。
本製品は EU/オーストリア製です。
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ビジュアライザーの基本原理
内蔵されたライトプロジェクター(a)は内蔵された
カメラ(b)が捉えるエリアと同じサイズの光を作業
エリアに投射します。
画像はミラー(f)を通してライトプロジェクターと同
じ経路でカメラ(b)が撮影します。

f

b
a

e
c
d

g

a)ライトプロジェクター
b)カメラ
c)カメラ映像の経路
d)投射用ライトの経路
e)ライト用ミラー
f)カメラ用ミラー
g)撮影範囲、
同期した投射エリア

ライトプロジェクター(a)のレンズとカメラ(b)のレ
ンズは連動しているため、カメラのズーム範囲の
変化に応じてワーキングプレート上の照明範囲も
変化します。
このスキャニングイルミネーションシステムはヴ
ォルフビジョン社の世界特許です。

シーリングビジュアライザー
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#6 #5

#2
#2

#3

#7

#2

#1 赤外線リモートコントローラー
（4,5ページ参照）
#2 赤外線受光部 （前後に2個、底面に1個）
#3 作業エリア（8ページ参照）
#4 通風孔 （両側面）
#5 接続端子 （4ページ参照）
#6 カメラ用ミラー（ガラスカバーの内部）
#7 ライト用ミラー（ガラスカバーの内部）
#8 メイン電源スイッチ、電源LED
（4ページ参照）
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コネクター端子(5)およびメインスイッチ(#8)
#8

#9

#10

#11

#12

#13

RGB

T 3.15A

#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21

IR-EXTERN
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PREVIEW
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メイン電源スイッチ
電源LED
ヒューズ （17ページ参照）
電源ソケット
RGB出力 (14,15ページ参照)
外部赤外線センサー用端子 （13ページ参照）
RGB出力、BNCコネクター （14ページ参照）
コンピュータ用RGB外部入力端子 （12,14,15ページ参照）
DVI出力 （14ページ参照）
プレビューRGB出力 (14,15ページ参照)
USBポート（コンピュータ用）（１３ページ参照）
USBポート（外部ストレージ用）（１１ページ参照）
LAN 10/100 TBase （１３ページ参照）
RS-232シリアルコントロール（外部リモートコントロール用）（１３ページ参照）

赤外線リモートコントロール(#1)
#31
#30

#32

#29
#28

#33
#34
#35
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#36

#26
#25
#37

#24
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#23
#39
#40

#22
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#22 MENUキー：
ビジュアライザーの画像と外部の画像を切り替えます。キーを1秒以上押すとオン・スクリーン・
メニューが表示されます。
#23 IMAGE TURNキー：縦長原稿を高い解像度で表示する際に使用します。
#24 HELP/PRESETキー(オンスクリーンメニュー用):
オン・スクリーン・メニューを表示しているときにヘルプを表示します。2秒間押すことにより選
択されたメニューアイテムをリセットします。（16ページ参照）
#25 SELECTキー（メモリーキーの2,4,6,8番を使用：
オンスクリーンメニューのアイテムを移動します（16ページ参照）
#26 PRESETキー（機能設定）：ユーザ設定可能な2つのプリセットキーです。キーを2秒以上押すことによ
りプリセットする設定値を保存します。プリセットの呼び出しはキーをすばやく押します。
（９ページ参照）
#27 MEMキー：保存した９画像を分割画面で表示します。（11ページ参照）
#28 VZキー：カメラ映像を表示します。
#29 AFキー：ワン・プッシュ・オート・フォーカスを実行します。（9ページ参照）
#30 FOUCUSキー(マニュアルフォーカス調整）：フォーカスを調整します。（9ページ参照）
#31 レーザポインタースイッチ：レーザーポインター作動時にはLEDが点灯します。
重要：レーザビームを凝視しないでください。
#32 Zoomキー：ズームキーを押すとオートアイリスが再度作動します。
#33 USBキー： USBスティックに保存されている映像を9分割画面で表示します。
#34 EXTキー：
外部入力の映像(コンピュータなど）を表示します。カメラ映像に戻る場合はVZキーを押します。
#35 SNAPSHOTキー：
#36 FREEZEキー：

スナップショットを行います。（11ページ参照）

現在表示されている画像を固定表示します。（10ページ参照）

#37 MEMORYキー（１－９）：

画像の保存および呼び出しを行います。

#38 ENTERキー：
メモリーキー６と同じくオンスクリーンメニューの項目の選択を行います。（16ページ参照）
#39 IRIS キー（輝度調整）：
IRISキーを押すとオートアイリス機能がオフになります。ズームキーを押すと再度オートアイリス
になります。(9ページ参照）
上級ユーザのみ：アイリスの動作はオンスクリーンメニューで変更可能です（16ページ参照）
総合的なアイリスレベルはオンスクリーンメニューで変更可能です。（16ページ参照）
#40 POWERキー： 電源On/Offキー。Off時にはスタンバイ状態になります。
装置の電源をONにするとビジュアライザーはパワーオンプリセットを実行します。

赤外線リモートコントローラのIRコードの変更
同じ部屋の中で複数台のビジュアライザーを使う場合、ビジュアライザーを個々にコントロールするため
に赤外線コードを変更する必要があります。
赤外線コードを変更するには、オンスクリーンメニューに入り”Misc. Settings"を選択し”IR Code"を
A,B,C,Dに設定します。（Aはディフォルト値）
次に赤外線コントローラ側の赤外線コードを変更します。赤外線コントローラのPRESET1、
PRESET2(#29)とZoom TELE(#30)の3つのキーを同時に1回押すごとにA,B,C,DそしてA,...と切り替わります。
初期値のコードAにするにはPRESET1,PRESET2とZoom WIDEを同時に押してください。
赤外線リモートコントローラのLEDの点灯の回数で選択されたコードを確認できます。1回点滅するとコー
ドA,2回はB、3回はC,4回はDとなります。
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電源の投入
１．電源ケーブルを本体の電源ソケット(#11)に接続し電源プラグをコンセントに差
し込みます。
２．コントロールモニターを使用する場合はPreview RGB出力(#17)に接続してくだ
さい。
３．大型画像モニターやプロジェクターを本体の出力端子に接続します。
正しい出力の選択に関しては、15ページをご覧ください。
４．本体の主電源スイッチ(#8)を”I"に入れます。
電源のLEDが赤の点滅から点灯になると、電源が供給されていることを
示します。
５．赤外線リモートコントロールのPowerキー（#37）を押します。
ビジュアライザーは”パワー・オン・プリセット”が実行されます。
パワーオン・プリセット:
パワーオン・プリセットとは、電源がオンになった時に実行される設定です。
パワーオン・プリセットが実行されるとズームが中間の位置に自動で移動し、作業エリアにフォーカスを合わせ
オートアイリスを実行します。
電源LEDが緑に点滅しそして点灯すればビジュアライザーは使用状態になります。
パワーオン・プリセットはオンスクリーンメニューで変更が可能です。

初めてビジュアライザーの電源を入れる（設置）
初めてビジュアライザーに電源を入れる
初めてビジュアライザーの電源を入れると自動的に高さ調整（Height Adjustment)が表示されます。シーリングビ
ジュアライザーはあらかじめ２ｍの高さに合わせて調整されています。
ほとんどの設置の場合、高さが異なるため以下の調整が必要となります。
１．カメラおよびライトのフォーカスの調整
２．ライトフィールドおよびカメラフィールドの調整
注意：この調整は設置時に一度調整を行います。シーリングビジュアライザーと作業台の高さに変更が
あった場合には再度調整が必要です。
詳細については取り付け説明書をご覧ください。
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設置
シーリングを固定する前に取り付けマニュアルをご覧ください。
最小撮影範囲および最大撮影範囲は作業台からシーリングビジュアライザーの底面までの距離によって変わ
ります。
取り付けマニュアルの表は設置高度と撮影範囲の関係を表示しています。

シーリングビジュアライザーの底辺からワーキングプレート上までの距離

天井が高すぎて最小撮影範囲が足りない場合はプロジェクター用の金具やリフトを利用して天井より低い位
置に吊り下げてください。
天井
206 mm
8.11 inch
451.7 mm / 17.8 inch

二重天井
(必要な場合)

x

x mm = 距離 * 0.3249 - 291mm
x"
= 距離 * 0.3249 - 11.45"
詳細は取り付け説明書をご覧下さい。
(tan 18° = 0.3249)

18°

発表者

聴衆

取り外しの際は、初めに
取り付け説明書をご覧
下さい。

正確な位置と映像サイズの計算には、ヴォルフビジョンのホームページにある計算プログラムをお使いください。

Http://www.wolfvision.com/japan/download/C12_C32_3calculate_mm.html

フォーカスの位置はサイズに影響するため、実際にはこれらの数字を若干修正する必要があります。
モニターやプロジェクターのマスキングも考慮に入れなければなりません（映像の端が切れる製品もあるからで
す）。 理論上は5000mm以上の距離でも投影が可能ですが、撮影範囲が大きくなりすぎてライトの光量が小さく
なります。
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同期照明範囲
ビジュアライザーのライトを使用すると内蔵のカメラの撮影範囲を同期して照らします。
カメラとライトプロジェクターが設計上傾けて取り付けられているため本体と被写体との距離が短くなると（高さ
の高い被写体の撮影の場合）、照明範囲が右へずれます。
そのため、照明範囲が必ずしも撮影範囲と一致しなくなります。
この様な場合はPresetキーにライト・オフの状態を登録して、ライトを消し部屋のライトのみでご使用ください。

透過原稿（OHPシート）を撮影する場合
ビジュアライザーのワーキングプレート(#3)の表面は特殊なクリス
タルホワイト色で、透過原稿（OHPシート）が完璧に再現されるよう
特別に設計されています。
オプションのライトボックスをお持ちでも、よりよい色再現性と内蔵
カメラの撮影範囲を同期照明が照らす利点から透過原稿の撮影
にはトップライト（本体内蔵ライト）を使用することをお勧めします。
ただし、以下のような場合にはオプションのライトボックスをご使用
ください。
－透過原稿が極端に暗い場合
－透過原稿が波打っていて反射を起こす場合
－室内照明が透過原稿の反射の原因になる場合
オプションのライトボックスをご使用になるときはビジュアライザー
のライトを消してお使いください。
ライトボックス
(オプション)

ワーキングプレート上の被写体を撮る場合
１．被写体をワーキングプレート上に置きます。
ワーキングプレート上の同期照明範囲が、内蔵カメラの撮影
範囲を照らします。
被写体をその照明範囲に置いてください。
２．ZOOMキー(#32)で必要なサイズまで拡大します。
３．必要であればFOCUSキー(#30)でフォーカス調整を行って
ください。

同期ライトフィールド
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フォーカス調整

/ ワン・プッシュ・オートフォーカス

ビジュアライザーの電源を入れるとワーキングプレート上に自動的にフォーカス調整されます。そのため、書類
や写真などの平らな被写体だけを撮影する場合にはフォーカスを調整しなおす必要がありません。
ビジュアライザーの被写界深度は極めて深いのでフォーカスの再調整はほとんど必要ありません。極端に高
い被写体を撮影する場合のみフォーカスを調整します。
ワンプッシュフォーカスを行うためにはAFキー(#29)を押します。
注意：何も書かれていない非常にコントラストの低いペーパーなどはフォーカスすることが難しいことに留意し
てください

デジタルズーム
ビジュアライザーの光学ズームは16倍です。 デジタルズームは4倍でありトータルで64倍になります。しかしな
がら、デジタルズームを使用すると映像の解像度は光学ズーム時より低くなることをご注意ください。
表示の初期値ではズーム範囲に入るときにデジタルズームに入るというメッセージが表示されズームは止まり
ます。
メモリーに保存されている静止画像もデジタルズームすることができます。
デジタルズームのON/OFF,デジタルズームの表示はオンスクリーンメニューで変更することができます。（16ペ
ージ参照）

オートアイリス

/ マニュアルアイリス

ヴォルフビジョンのビジュアライザーはカメラ画像の明るさを自動的に調整するオートアイリス機能を備えてい
ます。
IRISキー(#39)を押すとオートアイリス機能が解除され、手動でアイリス調整が行えます。
Zoomキー(#32)を押すと、自動的にオートアイリス機能に切り替わります。アイリスが完全に閉じる前にライトは
暗くなります。
オートアイリスの標準レベルは本体のメニューで明暗調整ができます。（16ページ及びオンスクリーンメニュー
のヘルプ参照）

プリセット機能
ヴォルフビジョンのビジュアライザーは3つのPRESETキー(#26)に指定の機能を割り当てと呼び出しを行うこと
ができます。
FREEZEキー(#36)を2秒間押すことによってもPreset1を呼び出すことができます。
プリセットをプログラムする場合は、それぞれの機能を必要に応じて調整してからPRESETキーの１つを2秒以
上押し続けてください。そのプリセットが保存されたことがオンスクリーンメニューに表示されます。
設定される機能はズーム、フォーカス、アイリス、ライト、イメージ、テキスト、フリーズ、ホワイトバランス、
Black/White(白黒反転）、Positive/Negative(ネガポジ反転）などです。
この機能は大変便利で、たとえば１つのプリセットにワーキングプレート上の書類、１つにオプションのライトボ
ックスを使用したスライド、１つに高さの高い被写体とういうように設定しておけば、プレゼンテーション中に使
用者は被写体を変えるたびに３つのPRESETキーのうちの１つを押すだけで希望の設定に変えることができま
す。
プリセットの呼び出しは任意のPRESETキーをすばやく押すことにより実行します。
（16ページ参照）

テキストモード（文字誇張機能）
文字、スケッチおよびX線写真を見やすくしたい場合、TEXT機能を登録したPRESETキーを押してください。
このモードは画像の明暗コントラストを強めますが、色調は通常よりも暗くなりますので注意してください。
再度、TEXTを登録したPRESETキーを押すとモードが解除されます。
ご使用になるとき色合いが暗いためアイリスを開けたりして不十分な調整による映像になることを防ぐためこの
モードを長く使用しなければこのモードをオフにしてください。
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ホワイトバランス調整

重

要

ホワイトバランス調整を行うことは、正確な色を再生させるために重要です。照明条件が変わる度に、色の再
現性を最適化するため本体カメラのホワイトバランスの再調整をする必要があります。例えば、本体ライトから
外部ライトボックス（バックライト）の切り替えや室内照明の消灯・点灯によって、照明条件（色温度）は変化しま
す。
標準設定は「Auto-tracking:自動調整」ホワイトバランスです。ホワイトバランスは継続的に自動調整されます。
正確なホワイトバランスを行うためには、少なくとも映像全体の10%に白部分が必要です。
より正確なホワイトバランスを行うには「ワンプッシュ」ホワイトバランス機能を使用します。この機能を実行する
ためには任意のPRESETキーにLIGHT機能を登録し、このPRESETキーを2秒間押すとスクリーン上にホワイト
バランスが再調整されたメッセージが現れます。
「ワンプッシュ」モードを実行すると、自動調整モードは解除されます。（電源を切ってから再投入すると、自動
調整モードが再作動します。）
通常は手動でホワイトバランスを調整する必要はありませんが、スクリーン上の色が正しく現れない場合に
は、手動で（ワンプッシュ）ホワイトバランス調整を行うことができます。
ワンプッシュホワイトバランスについて
トップライト使用時：
スクリーン全体が白くなるまで、白い紙などの白い被写体をズームアップし、(LIGHT)を登録した
PRESETキーを2秒間押してくだい。
ライトボックスでOHPシートを撮る場合：
登録されたPRESETキーで本体ライトを消してから、ライトボックスを点灯させます。ワーキングプレート上
に何も置かずにスクリーン全体が白くなる最小範囲までズームアップしてからLIGHTが登録された
PRESETキーを2秒間押してください。
ライトボックスでX線写真を撮る場合：
本体のライトを消し、ライトボックスを点灯させます。
ワーキングプレート上にX線写真を置き、全体が写るまでズームアウトしてからLIGHTが登録された
PRESETを2秒間押してください。
注意：正しくない色再生はプロジェクターやモニターの誤った色設定によっても起こります。
最初にビジュアライザーのホワイトバランス調整を行い、その結果に満足できない場合にはモニターまた
はプロジェクターを確認することをお勧めします。
上級ユーザー向け：
「自動調整」「ワンプッシュ」「手動」モードはオンスクリーンメニューで選択できます（16ページ参照）。
ネガフィルムやオプションのライトボックスを使用する場合は、ホワイトバランス調整用にフィルムの黒い
部分を使ってください。 ワンプッシュホワイトバランスはトップライトや外部ライトとは別に調整保存されま
す。

各ライトボックス
ライトボックスを使用するときはLIGHT機能を登録したPRESETキーを押してトップライトを消します。ライトボック
スを使用するときはカメラとライトの同期照明は使用できません。おすすめのライトボックスはヴォルフビジョン
ライトボックスLB-38となります。

ライブ映像との比較
現在表示されている映像はFREEZEキー(#36)を押すことにより、フリーズできます。
ビジュアライザーのプレビュー出力は他の出力（DVI,RGB等）がフリーズ状態にあってもビジュアライザーが撮
影したライブ映像を常に出力しています。
したがって、ひとつのビジュアライザーに接続されたふたつのモニターでライブ映像と静止画をそれぞれ映して
比較することができます。
オンスクリーンモニターでどの出力をフリーズにするか設定変更をすることができます。（16ページ参照）
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インターナルイメージメモリー
赤外線リモートコントローラの数字キー(#37)を押すことにより内蔵メモリーに9画像の保存、呼び出しが可能です。
画像保存： 保存したい番号のMEMORYキー(#37)を2秒以上押す。
画像呼び出し： 保存された番号のMEMORYキー(#37)をすばやく押す。
インターナルメモリーはビューモード（MEMキー＃27）のメニューの中で、削除するか全てのメモリーを現在見てい
る映像で1秒毎に自動で満たしていきます。 メモリーの中のイメージはズームキーでズームできます。 メモリー
消去の設定機能はオンスクリーンメニューで手動か自動で行うかを変更できます。内蔵されたメモリーはUSBステ
ィックなどのUSBストレージで拡張することができます。

ビルトイン・メモリー（外部メモリーがない場合）
SNAPSHOTキー(#35)を押すことにより現在表示されている画像が次々と空いているメモリーに保存されていきま
す。9画面保存のロケーションがすべていっぱいになると”Memory FULL!"、"Hold SNAPSHOT to erase oldest"と
スクリーンにメッセージが表示されます。 SNAPSHOTキーを2秒間押すとメモリーの重ね書きモードが有効になり
ます。保存された画像はSNAPSHOTキーをすばやく押すことにより重ね書きされます。 メモリーの重ね書きモー
ドはSNAPSHOTキーを2秒間押すかビジュアライザーの電源を切ることによって解除されます。

外部ストレージデバイス
USBストレージを接続したとき、ビジュアライザーはデバイスと残りの容量をチェックします。 スクリーン上には
"USB-Stick added!" と表示され、USBスティックを抜くと"USB-stick removed"と表示されます。
SNAPSHOTキーを押すと、現在の映像がストレージデバイスに保存されスクリーンにメッセージが表示されます
保存された映像はコンピュータでも見ることができます。
USB機能のプロパティはオンスクリーンメニュー（Advanced Settings -USB Stick Settings)で映像ホルダー（ドキュ
メント ディレクトリー）やファイルネーム（"WV" や連続したナンバー）を変更することができます。
サポートされるファイルシステム：FAT16、FAT32
サポートされる映像ファイル：JPG
すべての映像は日付と時間が添付されます。日付、時間はオンスクリーンメニュー（Advanced
settings/Date/Time Settings）で変更可能です。

VIEWモード
VIEWモードを起動するには、内蔵メモリーの場合はMEMORYキー (#27)を、USBメモリーの場合はUSBキー (#33)を
押して下さい。 3 x 3の保存された分割画面が表示されます。 更に画像情報を示すステータスラインが画面上方に表示
されます。 VZキー(#38)を押すと撮影中のライブ画像へ一旦戻りますが、プレゼンテーション自体はMEMORYキー或いは
USBキーを使い続けられるように、直近に表示された画像で留まります。 表示された9分割画面の内の一つを選んで
大きく表示する場合は、MENU NAVIGATIONキーを使って画像分割のカラ―枠を動かしENTERキー（＃38）を押して
確認して下さい。 MEMORYキー4/6を使えば、直近又は次の画像を表示します。 ENTERキーで3 x 3の9分割画面に
戻ります。 MEMORYキー1/3を使えば、直近又は次の3 x 3分割画面へ移動して表示します。
MENUキーを使えばメモリー管理が行えます。使用中のフォルダの変更（一時的変更； 長期的変更の場合は、
オンスクリーンメニュー(Advanced Settings / USB-Stick Settings) を選択 →P16）、フォルダの作成・消去、
別のフォルダへの画像の移動、画像の消去、接続したUSBストレージデバイスのフォーマット、スライドショーの開始
（自動プレゼンテーション、USB-Stickのみ）
スライドショーがスタートすると、選択したフォルダの全ての画像が、予め設定された間隔(5 - 100秒)で表示されます
。 スライドショーはMENUキーを使って中断することができます。
9分割画像
内蔵メモリーの静止画はZOOMキーを用いてデジタル・ズーム表示ができます。
表示する部分はMEMORYキー(#25)を用いて移動することが出来ます。
MEMORYキー 5 (ENTERキー)でズームは等倍に戻ります。 内蔵メモリーの画
像は区分枠が赤枠、USBストレージデバイスの画像は青枠で示されます。
なお、USBストレージデバイスの関連機能はデバイスが接続されない場合は機能
しません。 USBストレージデバイスをフォーマットすると全てのデータが消去されま
すので、ご注意ください。 サポートしているファイルシステムはFAT16とFAT32で、
映像ファイルフォーマットはJPGです。
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イメージターンモード（より高い解像度）

A

IMAGE TURN

A

出力画像:

ワーキングプレート上:

通常モード:

A

カメラの有効画素
数の50%しか使われ
ません。

A

A

イメージターンモード:

カメラの有効画素
数のほとんどが使
われます。

A

A4サイズの縦型ページ全体を読み取ることは、かつてのビジュアライザーにとっては難題でした。
読み取る画像は横向きになるため、縦型の文書の撮影ではカメラの有効画素数の50%しか使用されませんで
した。
しかし、ヴォルフビジョンの「解像度アップ機能」がこの問題を解決しました。
ワーキングプレート上に文書や縦長の被写体を横向きに置き、ズームでいっぱいに拡大して投影すると、カメ
ラの有効画素数のおよそ90%使用されます。そしてIMAGE TURNキー(#23)を押せば、電気的に90度回転し、通
常モードよりも解像度がさらに向上した状態で出力されます。左右の余白は黒く表示されます。

ビルトイン・デジタル・スケーラー
ビジュアライザーには外部入力からの信号をビジュアライザーの映像と同じモードで出力することができるよう
デジタルイメージスケーラーが内蔵されています。
例：ビジュアライザーがSXGAでプロジェクターに出力されています。 コンピュータがXGAでビジュアライザーの
External Inに接続されるとビジュアライザーのスケーラーはコンピュータのXGAイメージをSXGAに変換しプロジ
ェクターに出力します。
その結果、ビジュアライザーとコンピュータの映像を切り替えたとき、プロジェクターは入力モードを再調整する
必要がありません。
ビジュアライザーに接続されたUSBスティックの映像はビジュアライザーの現在の出力モードに自動的に変換
されます。
ビジュアライザーの出力解像度はオンスクリーンモニターで変更することができます。（16ページ参照）

内蔵シームレススイッチ
ビジュアライザーはインテグレート・シームレス・スイッチを持っています。
ビジュアライザーの画像を切り替えるとき、外部入力へ切り替えるとき、内蔵イメージメモリーからUSBスティッ
クの映像へと切り替えるときに（フェードオーバーなどの)シームレスな移行を実現しています。
この機能はひとつのメディアから他へとたいへんスムースかつプロフェッショナルに表現します。これらの動作
変更はオンスクリーンメニューで変更することができます。（16ページ参照）

ピクチ ャー イン ピクチャー (PiP)
ピクチャー イン ピクチャー (PiP)は一つの画面に同時に二つの異なる
画像を表示することを可能にします。
予め設定したPRESETキ―(PiP Mode)を押して、ピクチャー イン
ピクチャー・モードを起動して下さい。
現在の画像（つまり、外部入力信号又はメモリー画像）は画面左下に
小さく、ライブ画像は右上に大きなサイズで表示されます。
ライブ画像の内容はメモリー画像を呼び出して変更できます。PiP機能
を使って、外部入力(Extern-In)、メモリー画像、ライブ画像を比較する
ことができます。 左下の小画面の画像は、外部入力(Extern-In)からの
信号が表示される場合を別として、フリーズ
（停止）したままです。
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USBポート
ビジュアライザーのUSB出力(#19)はビジュアライザーからコンピュータへと映像を転送しJPG,TIF,BMPフォーマット
で保存するために使用されます。 ゆえにビジュアライザーは3次元物体のスキャナーとして使うことができます。
ヴォルフビジョン社のビジュアライザーはUSB2.0ポートが搭載されコンピュータへの映像の転送が1秒足らずで行う
ことができます。 ヴォルフビジョン社のコネクティビティ・ソフトウエアはWindows 2000,XP,Visa, 7(32ビット及び64ビ
ット) そしてアップル社のOS10.2以上で動作しTWAIN/WIAと完全互換性があります。このことはPhotoshopなどの一
般的なグラフィックプログラムに接続するときや、Smart Boardのようなインタラクティブホワイトボードに接続すると
きに重要です。
早いUSB2.0ポートはライブ映像を出力することができます。 ヴォルフビジョン・コネクティビティ・ソフトウエアは
AVIファイルを保存することができそしてビデオ･キャプチャードライバーが含まれています。 ビジュアライザーから
のライブ映像をほとんどの現在の販売されているビデオ編集ソフトウエアで見ることも編集することも可能です。
www.wolfvision.com/supportから最新のコネクティビティ・ソフトウエアをダウンロードしてください。
ヴォルフビジョン・コネクティビティ・ソフトウェアで取り込める画像にはEXIFデータを含みますが、ファイルフォーマットがJPG又は
TIFFであることが必要です。
含まれるデータは：
メーカー：ヴォルフビジョン
ビジュアライザー・モデル（シリアル番号を含む）：（例） VZ-C32-3 (00103701)
ファームウェア・バージョン：（例） V1.21d
作成年月日：（例） 2011-09-18 11:06:29 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

イーサネット/LANポート
LAN接続端子(#20)はコンピュータネットワークを通してビジュアライザーのコントロールに使用されます。
映像の転送、ファームウエアのアップデート、ステータスインフォメーションの表示そしてEメールでの報告が備
えられています。
次のプロトコルがサポートされています。：TCP/IP ICMP,ARP
サポートされているインターネットブラウザ： Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla/Firefox.
標準設定：DHCPサーバー
画像転送時の解像度： SXGA-(1280x960)
"Built-In WebServer"の記述についてはwww.wolfvision.com/supportをご覧ください。
すべての機能実行にはJAVA1.5.0かそれ以上が必要です。すべての機能の実行にはポート50915, 50913,
8800, 8801が必要です。

RS-232C,シリアルコントロールポート
シリアルポート(#21)は会議室の遠隔操作システムのような外部装置からビジュアライザーをコントロ
ールすることができます。
1
5

6

9

9-ピン D-Sub 接続端子
(機器前面)

Pins:2: RX, 3: TX, 5: GND
通信速度:
9200, 19200, 38400, 57600 or 115200 (選択可能)
Databits: 8, stopbit: 1, parity: no
通信速度は上級ユーザー向けオンスクリーンメニューで変更可能です。
(16ページ参照).

完全なシリアルプロトコルはwww.wolfvision.com/supportでご覧になれます。

外部赤外線センサー

重

要

ある部屋ではシーリングビジュアライザーの3つの赤外線受光部では足りない場合があります。
その場合は外部赤外線受光部をIR-EXTERNプラグ(#13)に接続し通常ユーザが赤外線リモコンを向ける部屋
又は天井のある部分に設置します。
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DVI/RGB出力
DVI,RGB出力（#12, #14, #16, #17)は次のフォーマットで出力します。
- VGA (4:3 - 640x480ピクセル）60Hz
- SVGA (4:3 - 800x600 ピクセル）60Hz
- XGA (4:3 - 1024x768ピクセル）60Hz
- SXGA- (4:3 - 1280x960ピクセル）60Hz Native Image
-SXGA (5:4 - 1280x1024ピクセル)60Hz
-SXGA+ (4:3 - 1400x 1050ピクセル)60Hz
-UXGA (4:3 - 1600x1200ピクセル)60Hz
-WXGA (16:10 - 1280x800ピクセル)60Hz Native Image
-WXGA (16:9 ワイドスクリーン - 1360x768ピクセル)60Hz
-WXGA+ (16:9 ワイドスクリーン - 1440x900ピクセル)60Hz
-WSXGA+ (16:10ワイドスクリーン - 1680x1050ピクセル)60Hz
-720p (16:9ワイドスクリーン HD/HDTV - 1280x720ピクセル)50Hz,60Hz Native Image
-1080p (16:9ワイドスクリーンHD/HDTV - 1920x1080ピクセル)50Hz,60Hz
-WUXGA (16:9ワイドスクリーン - 1920x1200ピクセル)60Hz
デフォルト設定では「自動解像度認識」機能が作動します。このモードでは、どの機器がRGB(#12,14,17)および
DVI出力(#16)に接続されているかをビジュアライザーが継続的に調べ、接続されている各装置に合う最適な出
力モードがそれぞれ自動的に設定されます。接続されている機器またはケーブル*が"Plug and Play"に対応し
ない場合、ビジュアライザーは表示可能な解像度を調べることができなのでご注意ください。 ビジュアライザ
ーが可能な解像度を見つけることができない場合には、SXGA-/60Hzがディフォルトとして出力設定されます。
（*プラグアンドプレイ対応ケーブルは両端の接続部が15ピンプラグですべてのピンが接続されていることが必
要です。）
「自動解像度認識」機能が必要ないときはオンスクリーンメニューでマニュアル設定にすることができます。
（16ページ参照）
ベストな映像画質を得るために表示装置（LCD,DLPなどのプロジェクターやモニター）のネイティブな解像度に
ビジュアライザーの出力を設定しなければなりません。

DVI-Iポート
DVIポート（#16)はデジタルおよびアナログ信号（DVI-I)を供給します。
Pin 8
Pin 1

C1

C2

Pin 9
C3

Pin 17
Pin 24

C5

C4

1
2
3
4
5
6
7
8
C1
C4
C5

-

T.M.D.S. Data2T.M.D.S. Data2+
T.M.D.S. Data2/4 Shield
T.M.D.S. Data4- (*)
T.M.D.S. Data4+(*)
DDC Clock
DDC Data
Analog Vertical Sync
Analog Red
Analog Horizontal Sync
Analog Ground
(analog R, G & B return)

14

9
10
11
12
13
14
15

-

T.M.D.S. Data1T.M.D.S. Data1+
T.M.D.S. Data1/3 Shield
T.M.D.S. Data3- (*)
T.M.D.S. Data3+ (*)
+5V Power
Ground (return for +5V,
HSync and Vsync)
16 - Hot Plug Detect
C2 - Analog Green

17
18
18
19
20
21
22
23
24
C3

-

T.M.D.S. Data0T.M.D.S. Data0+
T.M.D.S. Data0+
T.M.D.S. Data0/5 Shield
T.M.D.S. Data5- (*)
T.M.D.S. Data5+ (*)
T.M.D.S. Clock+
T.M.D.S. ClockAnalog Vertical Sync
Analog Blue m
*...not used

RGBポート
外部入力(#15)はRGB出力(#12および#17)と同じピンアサインです。
5

1

1
2
3
4
5
15

-

Analog Red video
Analog Green video
Analog Blue video
N/C Not connected
GND Ground

6
7
8
9
10

-

Red return
Green return
Blue return
SENSE +5 V DC from Visualizer
GND Ground (VSync, DDC)

11
12
13
14
15

-

N/C Not connected
SDA I²C data
HSync Horizontal sync
VSync Vertical sync
SCL I²C clock
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15ピン D-Sub HD
接続端子 メス
(機器前面)
EXTERN

外部入力
ビジュアライザーの外部RGB入力(#15)にコンピュータを接続します。
EXTERNキー(#22)を押すことによってビジュアライザーの映像と外部入力の映像を切り替えて聴衆に示すこと
ができます。
外部入力映像をどの出力モードで出力するかは、オンスクリーンメニューで設定することが可能です（16ページ
参照）。
ビジュアライザーにはA/Dコンバーターが内臓されており、コンピュータからアナログRGBで入力された信号を
デジタル化して、選択した信号形式でRGBやDVI端子から出力します。
適切な解像度： SXGA-(1280x960)@60Hz
サポートされる解像度：VGA(640x480@60Hz)からWXGA+(1440x900@60Hz)までの解像度とリフレッシュレート
備えられたデータ:
Plus&Play Monitor VESA DDC
Monitor name: "WolfVision"
Video Input Definition: Analog at 0.7Vpp and separated synchronization signals
Vertical range limits: 48Hz-86Hz
Horizontal range limits: 30KHz -121 KHz
Maximum pixel clock =170 MHz
Gamma=2.2
Preferred resolution: SXGA- (1280x960) @60Hz

ライトボックス（オプション）
ライトボックスを使用するときは、LIGHTを割り当てたPRESETキーで本体のライトを消す必要があります。
ライトボックスを使用することにより内蔵カメラの撮影範囲と同期した照明がないため被写体の位置に注意す
る必要があります。
シーリングビジュアライザー用のライトボックスとしてお勧めするのはヴォルフビジョン社のライトボックスLB38です。

サーモスタット
周囲温度が非常に高くなり本体が熱くなりすぎた場合、内蔵の温度センサーが動作しライトの輝度を落とし
ます。
正常な通風状態を確保しユニットを冷やしてください。
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以下の項目は上級ユーザのみ
オンスクリーンメニュー/オンスクリーンヘルプ
標準的な使用においては、メニュー機能の使用や設定変更を行う必要はありません。
あまり操作になれていないユーザの方は、無理に調整しないことをお勧めします。
メニューに入るにはMENUキー(#22)を押します。
ビジュアライザーの基本機能や内蔵カメラの設定は、4つの選択キー（＝赤外線リモートコントロールの矢印の
番号キー #25)で行えます。
ただし、最初に”Format protect"を"OFF"にしない変更できない設定もありますので注意してください。
オンスクリーンメニューのより詳細の情報が必要な場合はカーソルをあわせ、HELPキー(#24)を押せば、スクリ
ーン上にその機能の詳細内容が現れます。選択した項目をディフォルト設定にリセットしたい場合には、
HELPキー（#24)を2秒間押してください。
MENUキーを2秒間押すと"Extra Menu"が表示されます。 "Extra Menu"ではボーレートなどの設定変更がで
きます。
オンスクリーンメニューの機能はビジュアライザーのファームウエアに依存するためこのマニュアルでは詳しく
説明されていません。 つまり新しいファームウエアをアップデートすると機能が追加されメニューが変わること
があります。機能の詳細はオンスクリーンメニューのヘルプをご覧ください。

色設定の変更
画像や色が暗いなど色が正しく出ない場合には、オンスクリーンメニューの"Color settings"でカラーモードを変
更することができます。プリセットされている機能はPRESENTATION（高い彩度）、NATURAL(sRGB), Video
CONF(テレビ会議向け)です。
ガンマと彩度はマニュアル設定ができます。

ネガティブ、ネガティブ/ブルー、ブラック/ホワイトへの切り替え
ビジュアライザーの出力画像はオンスクリーンメニューでポジティブからネガティブに変更が可能です。文字が
多い場合には、ネガティブブルー反転にするとより見やすくなります。同様に白黒反転も可能です。
TIP: これらのネガポジ反転、ネガブルー反転、白黒反転機能をよくしようする場合はオンスクリーンメニューで
PRESETキーに登録しておくと便利です。

オートパワーオフ
オンスクリーンメニューの"Power Control"で設定することによりある時間を経過すると電源がオフにすることが
できます。

プリセット設定
オンスクリーンメニューの”Preset Settings”において「Negative/Blue」、「Black/White」、「Light」など特定の機
能をPRESETキーに振り当てることができます。

オンスクリーンメニューの設定のリセット
すべてのオンスクリーンメニューの設定は工場出荷時のディフォルト設定に戻すことができます。 ”Recall
Factory Settings”はオンスクリーンメニューの中の１アイテムです。（Resetは次の方法でも可能です。
二つのFOCUSキー(#30)を同時に2秒間押し続けてから手を離してからMEMORY４キー（#25)を押します。
選択したアイテムだけをディフォルト設定に戻したい場合は、HELPキー(#24)を2秒間押してください。
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メンテナンス
リリースボタン

危険!
開閉時に指を
挟まないように
ご注意下さい。

安全ロック
メカニズム

ヒューズの交換
ヒューズの交換の前には必ず電源コード(#11)を抜いてください。ヒューズ(#10)は電源ソケットと主電源スイッチ
の上にある小さな蓋の後側についています。
この蓋は、小さなスクリュードライバーで簡単に開けることができます。
新しいヒューズを注意してソケットに入れ、そのソケットを正しくソケットホルダーに入れてください。
ヒューズタイプはF1.5Aです。これ以外のタイプは絶対に入れないでください。
新しいヒューズに交換したら、電源を入れてください。
それでもヒューズが切れるようであれば、ビジュアライザーをお買い上げになった販売店までご連絡ください。

クリーニング

重

要

本体： 柔らかく糸くずがでない布で丁寧に拭いてください。
ガラス：柔らかく糸くずがでない布で丁寧に拭いてください。紙は使用しないでください。
ガラスに息をかけ湿らせてから糸くずの出ない布で拭いてください。きれいにならない場合は光学用品のクリー
ナーを使用してください。
ベンジンやアセトン等の強力なクリーニング剤は反射防止膜を傷つけるので絶対に使用しないでください。
本体内部のミラー(#6,#7)にホコリが付着しても焦点範囲から外れているため、画質にはほとんど影響がありま
せん。

警告：

ミラーのクリーニングを行うためには、本体を開ける必要があります！
本体を開けた後に調整が必要なため、ヴォルフビジョンの担当者または承認されたサービス担当者以外は行
わないでください。

赤外線リモートコントローラ
赤外線リモートコントローラは、本体から一定の距離内で使用できます。
被写体がビジュアライザーと赤外線リモートコントローラとの間に位置していたり、リモコ
ンのバッテリーが弱くなっている場合には赤外線の受信を妨害するため、十分に作動し
ないことがあります。
赤外線リモートコントローラの使用中、至近距離でしかビジュアライザーをコントロールで
きなかったり、まったくコントロールできなくなった場合は、バッテリーを交換してください。
リモコンの裏側にあるカバーを開けて新しい単３型（1.5VAA) のバッテリー2個と交換して
ください。その際、バッテリーの極性を確認してください。

- +
X

+ 背面 (開時)
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ファームウエアのアップデート
オンスクリーンのHELP内容を含むファームウエアはUSB,LAN､RS232経由で最新のバージョンに簡単にアップ
グレードすることが可能です。
ファームウエアはヴォルフビジョンのホームページwww.wolfvision.com/supportから自由にダウンロードできま
す。
USB、LAN経由でアップデートする場合は"Wolfvision Connectivity Software"で行ってください。RSC232の場
合は、"Firmware Update Utility"をご使用ください。
二つのソフトウエアはファームウエアと同じリンクからダウンロードできます。

盗難防止
シーリングビジュアライザーは、盗難防止対策としてセキュリティケーブルTバーロック（Kensington(R) Lock)で
固定することができます。
ケーブルロックの説明書に従ってください。
ケーブル用スロット

ロック用スロット

外形寸法
閉時:

18

開時:

95

240

聴衆

12

285
352

発表者

144

160

70
°

R9

528

0

90

R3

mm

400
452

40

70

80

60
80

160

125,5

72

206

58,1

天井取付け金具

29
135

機器の両側に空気口があります（同じ位置).

160

すべてのサイズは mm で表示（ Inch は右側リスト参照）

12
18
40
58,1
60
70
72
80
90
92
95
125,5
135
144
160
206
240
285
352
390
400
452
528

Inch
0.47
0.71
1.57
2.29
2.36
2.76
2.83
3.15
3.54
3.62
3.74
4.94
5.31
5.67
6.3
8.11
9.45
11.22
13.86
15.35
15.75
17.8
20.79

技術仕様に関しては変更する場合がありますのでご了承下さい。
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VZ-C123

VZ-C323

1-CCD 1/3” プログレッシブスキャン
30 フレーム（＝フルピクチャー）
1280 x 960 ( =1,228,800)
1,320,000
36,864,000
優れた色再生（ｓ RGB 色精度）
SX GA-(1280 x 960) , WXGA(1280 x 800), 720p HD(1280 x 720)
UXGA(1600 x 1200), S XGA+( 1360 x 1024), SXGA( 1280 x
1024), XGA(1024 x 768) , SVGA(800 x 600)
WUXGA(1920 x 1200), 1080p HD ( 1920 x 1080),W SXGA+(1680
x 1050), W XGA+(1440 x 900) , WX GA(1360 x 768)
820 本
1050 本
90、180、270 度
オート／マニュアル
ワンプッシュオートフォーカス
（被写界深度が深いためフォーカス調整はほぼ不要）
有
有（カメラの撮影範囲と同じ大きさ） 4：3／16：10 切替えあり
有
有（RGB, DVI, Preview は異なる信号出力が可能。
一方でライブ画像、もう一方で静止画像を出力可能）
有
USB、RS 232、LAN 経由
2 つの望遠ズームレンズ、
64 倍ズーム（16 倍光学＋4 倍デジタル）
無制限
取り付け位置の高さによる
取り付け位置の高さによる
70mm （2.75“ ）以上

3-CCD 1/3” プログレッシブスキャン
30 フレーム（＝フルピクチャー）
3 x 1280 x 960(=3,686,400)
3,960,000
110,592,000
100％自然色（ｓ RGB 色精度）
SXGA-(1280 x 960), WXGA(1280 x 800), 720p HD(1280 x 720)
UXGA( 1600 x 1200), SXGA+(1360 x 1024), S XGA(1280 x
1024), X GA(1024 x 768), SVGA( 800 x 600)
WUX GA(1920 x 1200), 1080p HD (1920 x 1080) , WSX GA+(1680
x 1050), WXGA+(1440 x 900), WXGA(1360 x 768)
1200 本
1550 本
90、180、270 度
オート／マニュアル
ワンプッシュオートフォーカス
（被写界深度が深いためフォーカス調整はほぼ不要）
有
有（カメラの撮影範囲と同じ大きさ）4：3／16：10 切替えあり
有
有（RGB, DVI, Preview は異なる信号出力が可能。
一方でライブ画像、もう一方で静止画像を出力可能）
有
USB、RS232、LAN 経由
2 つの望遠ズームレンズ、
64 倍ズーム（16 倍光学＋4 倍デジタル）
無制限
取り付け位置の高さによる
取り付け位置の高さによる
70mm（2.75“ ）以上

250mm（9.7“）以上

250mm（9.7“ ）以上

有
有
メンテナンスフリー高輝度 LED ライトシステム（より明るい照
明、低消費電力）、ランプ寿命：30,000 時間
32/64 ビット Windows, M acintos h 対応、
Twain/WIA 互換、ビデオキャプチャードライバ搭載
ワーキングプレート全体
3（RS232,USB/LAN 経由で 8 つまで追加可能）
有（特殊表面加工ワーキングプレート付属）
ライトボックス（別売品）
ライトボックス（別売品）
（特に大きな被写体には LB-38 で対応）
有（15 ピン D-s ub/VGA プラグ）
有（RGB/DVI 出力に変換）

有
有
メンテナンスフリー高輝度 LED ライトシステム（より明るい照
明、低消費電力）、ランプ寿命：30,000 時間
32/64 ビット W indows, Macintosh 対応、
Twain/WIA 互換、ビデオキャプチャードライバ搭載
ワーキングプレート全体
3（RS232,USB/LAN 経由で 8 つまで追加可能）
有（特殊表面加工ワーキングプレート付属）
ライトボックス（別売品）
ライトボックス（別売品）
（特に大きな被写体には LB-38 で対応）
有（15 ピン D-sub/VGA プラグ）
有（RGB/DVI 出力に変換）

有
有
内部メモリ 9 画像+USB スティックで増設可 無制限
ネガポジ反転、ネガ-ブルー反転、白黒反転
3（2 x 15 ピン D-Sub／VGA プラグ、5 x BNC）
有（DVI-I デジタル、アナログ）
USB2.0 デバイス及びホストポート
有（10/100 Mbps）
有

有
有
内部メモリ 9 画像+USB スティックで増設可 無制限
ネガポジ反転、ネガ-ブルー反転、白黒反転
3（2 x 15 ピン D-S ub／VGA プラグ、5 x BNC）
有（DVI-I デジタル、アナログ）
USB2.0 デバイス及びホストポート
有（10/100 M bps ）
有

9 ピン D-Sub
有（RS232、LAN、USB 経由）

9 ピン D-Sub
有（RS 232、LAN、USB 経由）

452 mm x 352mm x 206mm(17.8” x13.9” x 8.1” )
12 k g (25 lbs)
有（レーザーポインタ内蔵赤外線リモコン、本体の内部及び
外部(10ｍケーブル,ステータスランプ付き) 受光部 ）
T-ロック（Kens ing ton® ロック）
付属
マルチレンジ 100-240V, 50W
EU/オーストリア
3 年間

452 mm x 352mm x 206mm(17.8” x13.9” x 8.1” )
12 kg ( 25 lbs)
有（レーザーポインタ内蔵赤外線リモコン、本体の内部及び
外部(10ｍケーブル,ステータスランプ付き )受光部 ）
T-ロック（Kensington® ロック）
付属
マルチレンジ 100-240V, 50W
EU/オーストリア
3 年間

技術仕様
カメラ
フレームレート（毎秒）
有効画素数
CCD 総画素数
毎秒処理される画素数
色再生
ネイティブ出力信号（4:3, 5:4）
コンバートされた出力信号（16:9, 16:10）
コンバートされたワイドスクリーン
出力信号
測定解像度
「ｲﾒｰｼﾞﾀｰﾝﾓｰﾄﾞ」時の解像度
画像回転
アイリス・ホワイトバランス
オートフォーカス
マニュアルフォーカス
同期ﾗｲﾄﾌｨｰﾙﾄ ﾞ（被写体の位置調整が容易）
文字強調機能
ライブ画像・静止画像の同時出力
（2 つのディスプレイを使用）
オンスクリーンメニュー／ヘルプ
ファームウェアアップデート
ズーム／レンズ
ワーキングプレート上の被写体最大高度
ワーキングプレート上の最大撮影範囲
ワーキングプレート上の最小撮影範囲
小型の被写体に対する被写界深度
（42ｘ33m m）
大型の被写体に対する被写界深度
（360ｘ270mm ）
影のない照明
凹凸物に対する照明
光源
接続ソフトウェア（US B／LAN、コントロール・
画像取込み・ファームウェアアップデート用）
ワーキングプレート上の無反射範囲
ユーザー設定可能プリセット
透過原稿用特殊表面加工ﾜｰｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ
スライド写真対応
バックライト
コンピュータ用の外部入力端子
コンピュータ入力用内蔵デジタル
スケーラー
フェード効果を持ったシームレススイッチ
高度なキーストーン補正
イメージメモリ（ALL 機能／分割画面）
反転表示機能
RGB 出力
DVI 出力(ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ／ｹｰﾌﾞﾙ経由 HDMI 互換)
USB ポート
イーサネット／LAN ポート、IP アドレス変更可
追加 LAN 機能：マルチ／シングル（ユニ）
キャストストリーミング、認識機能
RS232 ポート
プロフェッショナルプロトコルによる高度制御
機能
外形寸法（奥行ｘ幅ｘ高さ）
重量
赤外線リモートコントロール
盗難防止機能
天井取付け金具
電源
生産国
保証期間

デザインと仕様に関しては予告なく変更する場合があります。
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梱包 / 移動時の注意

重

要

壊れやすい部品を衝撃から防ぐために、必ず図のように購入時の専用箱に梱包して下さい。

1

2

3

4
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コード： ショートキー
プリセットの保存：
PRESETキー(#26)のひとつを2秒間押してください。

オンスクリーンメニューの表示：
MENUキー(#22)（EXTERNキー）を押します。

ワンプッシュ・オートフォーカス：
AFキー(#29)を押します。

映像の保存：

#31

MEMORYキー（#37）のひとつを2秒間押します。

素早くイメージメモリーへ保存：

#30

#32

#29
#28

#33
#34
#35

#27

#36

SNAPSHOTキ ー(#35)を 押 す こ と に よ り 映 像 は メ モ リ
ー（１－９）の中で次に空いているメモリーに保存
されます。メモリーの空きがない場合はスクリーン
にメッセージが表示されます。
USBス テ ィ ッ ク が 接 続 さ れ た ら 映 像 はUSBス テ ィ ッ ク
に保存されます。

赤外線コードの変更：

#26
#25
#37

#24

#38

出力解像度の設定：
解像度をAUTOにする：

#23
#22

オ ン ス ク リ ー ン メ ニ ュ ー の”Misc. Settings”で 赤 外 線 コ
ードを変更することができます。
初 期 値 は”A”で す 。 ”Misc. Settings”で 赤 外 線 コ ー ド
を変更したら赤外線リモコンのコードも変更しなけ
ればなりません。変更するには赤外線リモコンの
PRESET1, PRESET2(#26) と ZOOM TELE(#32)の ３
つのキーを同時に押します。これらを実行するごと
にココードA,B,C、D,A,B….と変更されます。
初 期 値 の Aに 戻 す に は PRESET1, PRESET2(#26)と
ZOOM WIDE(#32)を同時に押します。

#39
#40

ふ た つ のFOCUSキ ー(#30)を2秒 以 上 （10秒 以 内 ） 同
時に押します。次にそれらのキーから手を離し
MEMORY5キー(#38)を押します。

解像度のアップ：
ふ た つ のFOCUSキ ー(#30)を2秒 以 上 （10秒 以 内 ） 同
時 に 押 し て か ら キ ー か ら 手 を 離 し MEMORY2キ ー
(#25)を押します。

解像度のダウン：
ふ た つ のFOCUSキ ー （#30） を2秒 以 上 （10秒 以 内 ）
同 時 に 押 し て か ら キ ー か ら 手 を 離 しMEMORY８ キ ー
(#25)を押します。

工場出荷状態に戻す：
ふ た つ のFOCUSキ ー （#30） を2秒 間 （10秒 以 内 ） 同
時 に 押 し て か ら キ ー か ら 手 を 離 し MEMORY4キ ー
(#25)を押します。

デモモード：
POWERキー(#40)を2秒間押します。
デモモードに入ると自動的にズーム移動したり映像
が反転します。デモモードを解除するにはリモコン
のいずれかのキーを押します。
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◆ 便利メモ（お買い上げ時にご記入下さい）◆
品 番

お買い上げ
年 月 日
お買い上げ
の販売店名

製造番号

TEL

（

）

FAX

（

）

※ 弊社製品保証につきまして
－ 弊社では、製品の製造番号にて保証期間を管理しております
ので、製品保証書を発行致しておりません。
－ 保証期間は、製品出荷日より3年間有効です。
－ お問い合わせの際には、必ずモデル名と製造番号をお知らせ
下さい。

連絡先:
日本国内:
株式会社ヴォルフビジョン
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-15
Tel. 03-6233-9465, Fax: 03-6233-9466 E-mail: wolfvision.japan@wolfvision.com

ホームページ: www.wolfvision.co.jp
お問い合わせ: wolfvision.japan@wolfvision.com
製造元 / 本社:
WolfVision GmbH, Vlbg. Oberes Ried 14, A-6833 Klaus / AUSTRIA,
Tel. ++43-5523-52250, Fax. ++43-5523-52249, E-Mail: wolfvision@wolfvision.com
2011年12月1日

