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・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありま

したら、お買い求めの販売店、または総合インフォメーションへご連絡ください。 

・ FlexNetViewer は株式会社コンテックの登録商標です。MS、Microsoft、Windows は、米国 Microsoft 

Corporation の各国における登録商標または商標です。その他、本書中に使用している会社名および製品

名は、一般に各社の商標または登録商標です。 
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はじめに 

FlexNetViewer 画像転送ユーティリティは、RP-VL-S-01(送信機)、または RP-VL-R-01(受信機)の機能の一部

を Windows 上で実現させるソフトウェアです。 

 

画面送信プログラムでは、送信機の代わりに、グループ指定や IP アドレス指定により Windows 上の全画面や、

アプリケーション画面を指定して受信機に送ることができます。 

 

 
 

画面受信プログラムでは、受信機の代わりに、送信機から送られた画像データを表示することができます。ま

た、複数の送信機から送られた画像データをそれぞれ、別ウィンドウで同時に表示することができます。 
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1. 特徴 

1-1. 送信用ユーティリティ 

■ 大 16 個の画面をそれぞれ個別の受信機に転送可能 

送信対象となる画面(Windows 全画面やアプリケーション画面)を 大 16 個登録でき、それぞれ個別の受信

機に転送できます。 

 

■ 受信機側の画面解像度に合わせて、転送する画面の伸縮が可能 

通常、Windows デスクトップに表示されている画面(Windows 全画面やアプリケーション画面)を原寸で転送

しますが、設定により指定した画面を受信機側で全画面表示になるように画面データの伸縮を行うことが

可能です。 

 

■ 画面の変化があった箇所の差分データのみ転送することが可能 

送信対象の画面毎に、前回送信時の画面データと今回の送信する画面データの比較を行い、変化があっ

た箇所のデータのみ送信し、ネットワーク上の負荷の低減や画面変化に対するレスポンスの改善が行えま

す。 

 

■ CONTEC 製タッチパネルのサポート 

受信機に接続された CONTEC 製タッチパネルをドライバ等のインストール無しで使用可能。アプリケーショ

ン画面を個別に受信機に送信している場合でも、受信機側のタッチパネル操作で Windows 画面のアプリケ

ーションの操作が可能。 

 

1-2. 受信用ユーティリティ 

■ 大 16 個の画面を同時に表示可能 

大 16 台の送信機からの画面データをそれぞれ個別の画面で同時に表示することができます。 

 

■ 受信用ユーティリティの解像度に合わせて、送信された画面の伸縮が可能 

通常、受信用ユーティリティは、送信機から送られてきた画面データを原寸で表示しますが、設定によりユ

ーティリティの画面サイズに収まるように画面データの伸縮を行うことが可能です。 
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2. 動作環境 

コンポーネント 要件 

対応 OS Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 日本語版 

ハードディスク 1MB 以上の空きが必要 

メモリ 100MB 以上の空きが必要(差分転送時) 

 

3. インストール／アンインストール 

3-1. インストール方法 

① 自己解凍ファイルで提供された 実行ファイルを起動します。 

② 展開したファイルの保存先を確認してくるので、任意のフォルダを指定してください。 

③ ファイルが展開されます。 

④ 指定したフォルダに[VgaTransferControl.exe]、[RPVLRecvUtility.exe]と[VgaTransferUtility2.exe]が作成さ

れていれば完了です。 

 

3-2. アンインストール方法 

① プログラムを展開した任意のフォルダごと削除してください。（Windows のレジストリへの書込みは行ってい

ません） 
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4. 操作方法 

4-1. 送信用ユーティリティ 

4-1-1. 起動方法 

任意のフォルダに展開された VgaTransferControl.exe を起動します。 

通知領域(タスクトレイ)にアイコン化して常駐します。 

 

 

4-1-2. 終了方法 

通知領域(タスクトレイ)のアイコンを右クリックして表示されるポップアップメニューから[終了]を選択します。 

 

 

4-1-3. アイコン表示 

通知領域(タスクトレイ)のアイコンによって送信用ユーティリティの動作状態が識別できます。 

(1)  データ転送 停止中(通常) 

(2)  データ転送 停止中(差分転送モード) 

(3)  データ転送中(点滅表示) 
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4-1-4. ポップアップメニュー操作 

通知領域(タスクトレイ)のアイコンを右クリックして、ポップアップメニュー表示させます。 

 

ポップアップメニューには以下の項目があります。 

 

[画像データ送信 開始](送信中は[画像データ送信 停止]となります) 

[転送画面選択] 

[画像データ送信パラメータ 設定] 

[RP-VL-R シリアルポート 設定] 

[タッチパネル キャリブレーション] 

[終了] 

 

(1) [画像データ送信 開始]（または、[画像データ送信 停止]） 

[転送画面選択]で設定された情報により、Windows 画面の画像データの送信を開始、または停止しま

す。 なお、起動直後は選択できません。一度[転送画面選択]の設定画面にて、設定を行って下さい。 
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(2) [転送画面選択] 

 

① [転送対象画面(1)]( (1)～(16)まで ) 

以下の設定項目の有効/無効を設定します。 

デフォルト： [無効] (チェックボックスのチェック無) 

* タブ[転送対象画面(1)～(4)]、タブ[転送対象画面(5)～(8)]、タブ[転送対象画面(9)～(12)]、タブ

[転送対象画面(13)～(16)]と設定画面を分割しています。 

 

② [転送画面] 

転送対象画面が選択された場合にのみ設定が可能になります。 

Windows 全画面や、デスクトップに表示されているアプリケーションのタイトルバーの名称が書かれ

ているコンボボックスから、転送する画面名称を選択します。 

デフォルト： [Windows デスクトップ] 

* 表示される名称はアプリケーション名そのものではなく、各 Windows アプリケーションのタイトル

バーに表示されている文字列であることに注意してください。(エクスプローラであれば、開いてい

るフォルダ名が表示されます) 

 



 6 

③ [転送方式] 

現在の転送方式を表示します。 

・ グループ番号を指定して送信する場合： 

 [グループ番号: xx ポート番号: xxxxxx] (xx は 0～14) 

・ IP アドレスとポート番号を指定して送信する場合： 

 [IP アドレス: xxx.xxx.xxx.xxx ポート番号: xxxxxx] 

設定を変更する場合は、[OK]ボタン押下により表示される[転送方法設定]ダイアログ画面にて変

更します。 

 

[転送方法設定] 

  

受信機への画像データ送信をグループ番号指定で行うか、受信機の IP アドレスを指定して行うか

を設定します。 通信相手の受信機側のグループ番号とポート番号の設定は、転送方法に関係な

く必須です。受信機を指定する場合は受信機の IP アドレスを設定します。 

デフォルト： グループ番号 0 

 IP アドレス 0.0.0.0 ポート番号 20487 

 

④ [解像度] 

受信機側の解像度を以下の項目から選択します。 

・ 自動選択 

・ VGA[640 x 480] 

・ SVGA[800 x 600] 

・ XGA[1024 x 768] 

自動選択を選択した場合は、転送対象に選んだ画面の選択時の大きさから、その画面が入る解

像度を自動で設定します。(選択した画面が 1024 x 768 を超える大きさの場合は 1024 x 768 にな

ります。) 

デフォルト： [SVGA[800 x 600]] 

 

⑤ [解像度に合わせて全画面表示] 

通常は、選択した画面の画像データは原寸で受信機に転送しますが、この設定を有効にすること

により、選択した画面の画像データを[解像度]で指定した画面サイズに伸縮して、受信機に転送し

ます。(受信機側では、選択した画面が全画面表示されます) 

デフォルト： [無効](チェック オフ) 
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⑥ [タッチパネル 接続] 

画像データを転送する受信機にタッチパネルが接続されている場合、チェックをオンにします。(設

定を変更した場合、ユーティリティの再起動が必要です) 

デフォルト： [無効](チェック オフ) 

 

⑦ [クライアント領域指定] 

アプリケーションのタイトルバーの部分を送信しない場合、チェックをオンにします。 

デフォルト： [無効](チェック オフ) 
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(3) [画像データ送信パラメータ設定] 

 

① [本プログラム起動時、自動で画像データ送信を開始する] 

チェックボックスがONの場合、ユーティリティ起動時に前回終了時の設定で、自動的に画像データ

の送信を開始します。 

デフォルト： OFF 

 

② [複数画面選択時、同時に画像を送信する] 

チェックボックスが ON の場合、転送対象画面で選択した受信機に対して、同時に画像データを送

信します。OFF の場合は、選択した受信機ごとに順番に画像データを送信します。 

デフォルト： ON 

 

③ [本プログラム終了時、受信機の画像データをクリアする] 

チェックボックスが ON の場合、ユーティリティ終了時に受信機の画像データをクリアします。 

デフォルト： ON 

 

④ [更新間隔] 

1 画面分のデータを転送した後、次の画面を転送するまでの待ち時間を設定します。 

デフォルト： [1ms] 

 

⑤ [差分転送] 

選択された画面の画像データを転送する際、常に 1 画面分の全てのデータを転送するか、前回送

信した 1 画面分の画像データと比較して変化があった箇所のデータのみ転送するか、を選択しま

す。 このパラメータの変更を有効にする場合は、ユーティリティの再起動が必要です。 

* 差分転送を行うためには、メモリに 128MB の空き領域が必要です。この領域が確保できない場

合は、差分転送の設定は解除されます。 

デフォルト： [有効] 

 

⑥ [応答速度] 

[遅い]側に設定すると、画面の変化に対する反応が遅くなりますが、Windows 上の CPU 使用率は

低くなります。 

[速い]側に設定すると、画面の変化に対する反応は速くなりますが、Windows 上の CPU 使用率が

高くなります。 

使用される PC のスペックや運用形態によって適切な値に設定を変更することができます。 
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(4) [RP-VL-R シリアルポート 設定] 

 

① [RP-VL-R のシリアルポートを使用する] 

受信機のシリアルポートに接続された機器との通信に対する設定を行います。 

この設定を有効にして、受信機でもシリアルポートが使用する設定になっている場合、受信機に接

続されたシリアル接続のタッチパネル等を使用することができます。 

デフォルト： [無効](チェック オフ) 

 

② [タッチパネルを使用する] 

受信機のシリアルポートに接続されたタッチパネルを使用する場合は有効にします。 この設定を

有効にすると[CONTEC 製タッチパネル][GUNZE 製タッチパネル]が選択可能になります。また、タ

ッチパネルとの RS-232C 通信パラメータとして[ボーレート][データビット][パリティビット][ストップビ

ット][フロー制御]の設定が行うことができます。 

(運用についての詳細は後述) 

 

③ [CONTEC 仮想 COM を使用する] 

CONTEC 製メディアコンバータ RP-COM(FIT)H 等で使用されている Windows 用仮想 COM ドライバ

をインストールすることによって、受信機のシリアルポートに接続された機器と Windows 上の仮想

COM ポートを使って通信が行えます。 

 

この画面の設定情報を反映させるには、VgaTransferControl.exe(送信用ユーティリティ)の再起動が必要

です。 
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(5) [タッチパネル キャリブレーション] 

 
タッチパネル キャリブレーションを選択すると、[タッチパネル 接続]が有効な受信機に対して、タッチ

パネルのキャリブレーション用の画面が表示されます。 

(画像データ転送中には、選択できません。 メニューから[画像データ送信 停止]を選択して、画像デ

ータ送信を停止してください。) 

 

① [IP アドレス表示領域] 

タッチパネル操作が行われた、受信機の IP アドレスが表示されます。 

 

② [Start] 

このボタンを押下後、 初にタッチパネル操作を行ったタッチパネルに対してキャリブレーションデ

ータの取得を行います。(これ以降、キャリブレーションの完了まで他の受信機に接続されたタッチ

パネルからの情報は無視します。) 

このボタン押下後、キャリブレーションデータを取得するために、黒い十字型のマーカーが表示さ

れます。向かって左上のマーカーをタッチしたら順次左下->右下->右上とマーカーが移動するの

で、それぞれタッチしてください。 
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③ [Cancel] 

キャリブレーションを中断して、[Start]ボタンを押す前の状態に戻ります。 

 

④ [Registration] 

キャリブレーションの情報を登録します。 

 

⑤ [Close] 

キャリブレーション情報の設定画面を終了します。 

 

* キャリブレーション中のタッチパネルからの入力情報は、キャリブレーション情報による補正を行ってい

ません。 

* キャリブレーション情報は、タッチパネルを接続した受信機ごとにユーティリティ側で登録されます。 

* キャリブレーションを行う場合、PC側の画面解像度を受信機側の解像度と一致させるか、タッチパネル

を接続している受信機の IP アドレスを設定している転送対象画面の設定において[解像度に合わせて

全画面表示]のチェックボックスを ON にしておく必要があります。(PC 上の画面とタッチパネルディスプ

レイで表示される画面イメージが一致している必要があります。) 

 

(6) [終了] 

送信用ユーティリティを終了します。 

 

4-1-5. 能力 

 差分転送が無効の場合 

1024x768 の画像データを全て転送する場合、1 画面に付き約 1 秒。 

複数の画面の画像データを送信するように設定した場合、その分データの更新間隔が長くなります。

(1024x768 の画面を 16 台の受信機に転送する場合、各画面の更新間隔は約 16 秒になります) 

 

 差分転送が有効の場合 

変化のあった箇所の画像データを転送するため、転送する間隔は可変になります。 

Windowsのカーソルが縦方向に 10 ドット移動した場合に送信するライン数は約 20ラインとなり、転送に

要する時間は、0.015 秒程度になります。 
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4-2. 受信用ユーティリティ 

4-2-1. 起動方法 

任意のフォルダに展開された RPVLRecvUtility.exe を起動します。 

処理の選択を行うダイアログが表示されます。 

 

 

[画像表示ウィンドウ 起動]を選択すると、受信画面を表示するウィンドウ画面が表示されます。 

 

 

なお、Windows XP / Vista / 7 の標準の Windows ファイアウォールが有効な場合、以下のような通信の確

認用のダイアログが表示されます。 
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この場合、[ブロックを解除する]を選択してください。それ以外を選択した場合は送信機からのデータを受

信できません。 

 

4-2-2. 終了方法 

 FlexNetViewer 画像表示ユーティリティ 

画面上の[終了]ボタンを押すことで終了します。 

 

 画面表示ユーティリティ画面 

画面表示用ウィンドウの右上の[閉じる]ボタンアイコン[X]を押すか、メニューの[ファイル]-[終了]を選

択することで終了します。 
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4-2-3. FlexNetViewer 画像表示ユーティリティ 画面 

FlexNetViewer 画像表示ユーティリティ画面には以下の項目があります。 

 

[通信可能な送信機 一覧] 

[画像表示ウィンドウ 設定] (ボタン) 

[画像表示ウィンドウ 起動] (ボタン) 

[終了] (ボタン) 

 

(1) [通信可能な送信機 一覧] 

 

RPVLRecvUtility.exe の起動時に、マルチキャストによる送信機(RP-VLS-S)の検索を行い、一覧に表

示します。この際、検索された送信機は[通信可能]に[OK]、[登録種別]に[自動]として、IP アドレスと共

に登録されます。 

 

また、[通信可能]な IP アドレスが 0 個の場合、[画像表示ウィンドウ設定]および、[画像表示ウィンドウ

起動]のボタンはグレーダウンして使用できません。 

 

マルチキャストによる検索では、ルータを超えた所にある送信機については検索できないなので、手動

による登録が必要になります。[編集]ボタンを押下することにより、送信機の手動登録用のダイアログ

が表示されます。 なお、手動登録された IP アドレスは、[登録種別]が[手動]で登録されます。 
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(1-1) 送信機 登録 

 
送信機を登録するためのダイアログを表示します。 前の一覧画面で[登録種別]が[手動]になっている

ものがデフォルトで表示されます。([自動]のものは表示されません) 

大登録件数： 100 件 

 

① [追加] 

 

[追加]ボタン押下により、送信機の IP アドレスを新規登録するダイアログが表示されます。 

登録された IP アドレスは[通信可能]:[NG],[登録種別]:[手動]で登録されます。 

[通信可能]の項目を[OK]にするためには、後述する[接続確認]にて送信機との通信を行う必要が

あります。 

 

② [修正] 

 

一覧上の項目を選択して、[修正]ボタンを押下することにより、現在登録されているIPアドレスを変

更することができます。変更された IP アドレスは[通信可能]:[NG],[登録種別]:[手動]で登録されま

す。[通信可能]の項目を[OK]にするためには、後述する[接続確認]にて送信機との通信を行う必

要があります。 
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③ [削除] 

一覧上の項目を選択して、[削除]ボタンを押下することにより、現在登録されている IPアドレスを削

除することができます。 

 

④ [接続確認] 

送信機一覧に表示されている IP アドレスに対して RP-VL-S かどうかの確認を行います。 

RP-VL-S であることが確認された IP アドレスに対しては[通信可能]の項目が[OK]になります。 個

別の IP アドレスについて確認を行う場合は、確認したい項目を選択してから、[接続確認]ボタンを

押下します。(複数の IP アドレスの同時選択は行えません) 

 
(RP-VL-S でない IP アドレスに対して確認を行った場合、リトライを行うため、1 件につき 5 秒程度

時間がかかりますので注意が必要です。) 

 

[OK] 

現在の送信機一覧の内容を、確定して FlexNetViewer 画像表示ユーティリティの初期画面の通信

可能な送信機 一覧 表示に反映させます。 

 

[キャンセル] 

現在の送信機一覧の内容を、破棄して FlexNetViewer 画像表示ユーティリティの初期画面に戻り

ます。 
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(2) [画像表示ウィンドウ 設定] 

 

① [画像表示ウィンドウ(1)]( (1)～(16)まで )  

以下の設定項目の有効/無効を設定します。 

デフォルト： 画像表示ウィンドウ(1) [有効](チェックボックスのチェック有) 

その他 [無効](チェックボックスのチェック無) 

 

* タブ[画像表示ウィンドウ(1)～(4)]、タブ[画像表示ウィンドウ(5)～(8)]、タブ[画像表示ウィンドウ(9)

～(12)]、タブ[画像表示ウィンドウ(13)～(16)]と設定画面を分割しています。 

 

* 2 台以上の送信機からの画像データを同時に表示する場合は、以下の[転送方式]の設定で、グ

ループ番号指定は使用できません。 
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② [転送方式] 

現在の転送方式を表示します。 

・ グループ番号を指定して受信する場合： [グループ番号: xx ポート番号: xxxxxx] (xx は 0～14) 

・ ポート番号を指定して受信する場合： [ポート番号: xxxxxx] 

設定を変更する場合は、[OK]ボタン押下により表示される[転送方法設定]ダイアログ画面にて変

更します。 

 

[転送方法設定] 

 
送信機から送信された画像データの転送方法を設定します。(送信機側の設定と一致させる必要

があります。) グループ番号とポート番号は、転送方法に関わらず設定する必要があります。 

デフォルト： グループ番号 0 (グループ指定時) 

 ポート番号 20487+(アプリケーション番号-1)(相手指定時) 

 

③ [解像度] 

画像表示ウィンドウで表示する解像度を以下の項目から選択します。 

・ 自動選択 

・ VGA[640 x 480] 

・ SVGA[800 x 600] 

・ XGA[1024 x 768] 

自動選択を選択した場合は、QVGA[320 x 240]の大きさで画像表示ウィンドウを起動します。 そ

の後、送信機からの画像データを表示する際、データに付加されている解像度情報に基づき、ウィ

ンドウの大きさを変更します。 

また、VGA[640 x 480]や SVGA[800 x 600]等の固定解像度を選択した場合、ウィンドウの大きさは

変更できませんが、自動選択を選択した場合はウィンドウの大きさの変更が可能です。 

デフォルト： [自動選択] 

 

④ [ウィンドウに合わせて表示] 

通常は、送信機から受信した画面の画像データは原寸で表示しますが、この設定を有効にするこ

とにより、受信した画面の画像データを[解像度]で指定した画面サイズに伸縮して表示します。 

デフォルト： [無効] 

 



 19

⑤ [初期座標] 

[FlexNetViewr 画像表示ユーティリティ]の[画像表示ウィンドウ 起動]を選択して起動される表示ウ

ィンドウの初期表示位置を設定します。 設定する値は Windows デスクトップ画面の左上を(0, 0)と

した右下を現在の画面解像度の 大値(1024 x 768 のデスクトップであれば(1023, 767))とした値と

なります。 

デフォルト： X 軸[ (選択画面番号-1)x10 ] Y 軸[(選択画面番号-1)x10 ]  

* 選択画面番号が(1)の場合は(x,y)=(10,10)、 (10)の場合(x,y)=(90,90) 

 

(3) [画像表示ウィンドウ 起動] 

 

画像表示ウィンドウを起動します。 [画像表示ウィンドウ 設定]で設定した表示ウィンドウの数だけ、表

示ウィンドウが起動します。 

 

表示ウィンドウの画面サイズは通常の Windows の操作手順で大きさの変更が可能です。([画像表示ウ

ィンドウ 設定]での設定により、受信した画像データをウィンドウの大きさに合わせて伸縮して表示する

ことが可能です。) 
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[全画面表示] 

表示ユーティリティのメニューから[表示]-[全画面表示]を選択することにより、通常のウィンドウ表示か

ら、全画面表示へ切り替えることができます。 

全画面表示の状態で、なにかキーを押すことでウィンドウ表示に戻ります。 

 

[ウィンドウ表示( 大化)] 

 

 

[全画面表示] 
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5. 運用例 

5-1. 送信用ユーティリティ使用時 

Windows デスクトップサイズ： 1280 x 1024 

アプリケーション A 画面サイズ： 800 x 650 

受信機側 表示解像度： 1024 x 768 

 

 

転送元になる Windows デスクトップ画面（1280x1024） 

 

 [送信画面選択]設定例(1) 

・ 転送画面： [Windows デスクトップ] 

・ 解像度： [自動選択] 

・ 解像度に合わせて全画面表示： [無効] 

 

* 受信機の 1024x768 の画面に Windows デスクトップの 1280x1024 の画像データの一部を表示 
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 [送信画面選択]設定例(2) 

・ 転送画面： [Windows デスクトップ] 

・ 解像度： [自動選択] 

・ 解像度に合わせて全画面表示： [有効] 

 

* 受信機の 1024x768 の画面に Windows デスクトップの 1280x1024 の画像データを縮小して表示 

 

 [送信画面選択]設定例(3) 

・ 転送画面： [アプリケーション A] 

・ 解像度： [XGA[1024x768]] 

・ 解像度に合わせて全画面表示： [無効] 

 

* 受信機の 1024x768 の画面にアプリケーション A の 800x650 の画像データを原寸で表示 
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 [送信画面選択]設定例(4) 

・ 転送画面： [アプリケーション A] 

・ 解像度： [XGA[1024x768]] 

・ 解像度に合わせて全画面表示： [有効] 

 

* 受信機の 1024x768 の画面にアプリケーション A の 800x650 の画像データを拡大して表示 
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5-2. 受信用ユーティリティ使用時 

送信機側 表示解像度： 1024 x 768 

 

   

転送元になる Windows デスクトップ画面（1024x768） 

 

 [画像表示ウィンドウ 設定] 設定例(1) 

・ 解像度： [自動選択] 

・ ウィンドウに合わせて表示： [無効] 

 

画像表示ウィンドウ (1024x768) 

* 送信機からの 1024x768 の画面データを 1024x768 の大きさのウィンドウで表示 
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 [画像表示ウィンドウ 設定] 設定例(2) 

・ 解像度： [SVGA[800x600]] 

・ ウィンドウに合わせて表示： [無効] 

 

画像表示ウィンドウ (800x600) 

* 送信機からの 1024x768 の画面データを 800x600 分の大きさのみウィンドウで表示 

 

 [画像表示ウィンドウ 設定] 設定例(3) 

・ 解像度： [SVGA[800x600]] 

・ ウィンドウに合わせて表示： [有効] 

 

画像表示ウィンドウ (800x600) 

* 800x600 の大きさのウィンドウに送信機からの画像データを全て表示 
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 [画像表示ウィンドウ 設定] 設定例(4) 

・ 解像度： [自動選択] 

・ ウィンドウに合わせて表示： [有効] 

 

画像表示ウィンドウ (380x300) 

* 任意の大きさに変更可能したウィンドウに送信機からの画像データを全て表示 
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5-3. タッチパネル使用時 

 

送信側： Windows 用送信ユーティリティ 

受信側： 受信機 RP-VL-R-01 

 タッチパネル コンテック製 IPC-DT/H20X(PC)T 

 

1. 送信ユーティリティの機能により、Windows デスクトップ上の複数のアプリケーションの画面をそれぞれ、別

の受信機に転送。 

2. 受信機で表示している各アプリケーションの画面に対してタッチパネルで操作を行う。 

3. タッチパネルの操作情報がシリアルケーブル経由で受信機へ、さらに Ethermnet 経由で PC 側の送信ユー

ティリティに渡される。 

4. 送信ユーティリティは、タッチパネルの情報を基に対応するアプリケーションに対する操作を行う。 

 

これにより、個々の受信機に接続されたタッチパネルに表示されているアプリケーションを遠隔操作することが

可能です。 

また、タッチパネルドライバの機能を送信ユーティリティ側でサポートしているので Windows 側はタッチパネル用

のソフトウェアのインストールは不要です。 

* ユーティリティでサポートするタッチパネルは後述。 

 

VGA 

Ethernet 

VGA VGA 

送信側 

受信側 受信側 受信側 

VGA 

A B 
C 

A B C 

LAN HUB 

Ethernet 

PC 

タッチパネル タッチパネル タッチパネル 

シリアル シリアル シリアル 

モニタ 
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5-3-1. タッチパネルを使用する場合の設定 

タッチパネルを使用する場合には、以下の設定が必要です。 

(1) RP-VL-R シリアルポート設定 

・ [RP-VL-R のシリアルポートを使用する]にチェックを入れる 

・ [タッチパネルを使用する]にチェックを入れる。 

・ 使用するタッチパネルを選択する。([CONTEC 製タッチパネルを使用する]または[GUNZE 製タッチパネル

を使用する]にチェックを入れる。) 

・ ボーレートやデータビット等をタッチパネルの通信仕様に合わせる。 

(2) 転送画面選択 

・ [タッチパネル接続] にチェックを入れる。 

・ [転送方式]の設定で、受信機の IP アドレスおよびポート番号を指定する。 

(グループ番号指定では、タッチパネルを使用できません) 

 

上記の設定を変更した場合は、ユーティリティの再起動が必要になります。 

 

5-3-2. サポートするタッチパネル一覧 

CONTEC 製 

IPC-DT/M20V(PC)T 

IPC-DT/L20S(PC)T 

IPC-DT/H20X(PC)T 

IPC-DT/H21X(PC)T 

IPC-DT/S61VT 

IPC-DT/S65VT 

IPC-DT/M61VT 

IPC-DT/M65VT 

IPC-DT/L61SVT 

IPC-DT/L65SVT 

IPC-DT/H61XT 

IPC-DT/H65XT 

GUNZE 製 

AV7629N02 
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6. 注意事項 

1. 取得できる画像データの制限 

Windows Media Player 等、ビデオオーバーレイ機能を使用して画像を表示しているようなアプリケーション

画面の画像は転送できません。 

また、DirectX のフルスクリーン表示画面の画像データも転送できません。 

 

2. 転送画面にアプリケーション画面の選択をした場合の送信データについて 

・ Windows 2000 / XP の場合 

指定したアプリケーション画面がある Windows デスクトップ画面上表示イメージのデータを転送します。 

そのため、選択したアプリケーションのウィンドウの上に、別のアプリケーションのウィンドウがある場合、

重なった状態の画像データが転送されます。 

また、画面に表示されている画像データを送信するため、指定したアプリケーションが 小化された時は、

画像データは黒で転送される場合があります。 

 
 アプリケーション A の画面を指定して受信機へ画像データを転送 

 

・ Windows Vista / 7 の場合 

指定したアプリケーション画面の画像データを転送します。ただし、選択した画面の画像データのみを送

信するため、エクスプローラ等で表示されるバルーン情報のウィンドウは転送されません。 

また、画面に表示されている画像データを送信するため、指定したアプリケーションが 小化された時は、

画像データは黒で転送される場合があります。 

 

Windows Aero が動作している環境が必要です。Windows Aero が動作していない環境では、Windows 

2000/XP と同等になります。 

Windows デスクトップ 

 

 

アプリケー 

ション A 

アプリケーショ

ン B 

アプリケーション 

A 

受信機側画面 

ア プ リ ケ

ーション B 

転送 
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 アプリケーション A の画面を指定して受信機へ画像データを転送 

 

3. 受信データの表示ウィンドウ使用時のファイアウォール設定について 

表示ウィンドウは、デフォルト設定で UDP/IP のポート番号 20487 から 20503 までを受信用ポートとして使用

します。(設定により、ポート番号の変更は可能) 

しかし Windows XP SP2 以降 , Vista , 7 に標準搭載されている Windows ファイアウォールやその他セキュ

リティソフトウェアのファイアウォール機能のデフォルト設定ではこのポート番号はブロックされています。 

それぞれのファイアウォール用ソフトウェアのマニュアルに従ってポートのブロックを解除してください。 

 

 

XP ServicePack2 の Windows ファイアウォール警告 画面 

 

Windows デスクトップ 

転送 

 

 

アプリケー 

ション A 

アプリケーショ

ン B 

アプリケーション A 

受信機側画面 
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