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お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。
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安全のために
本機は正しく使用すれば事故が起きないように、安全に
は充分配慮して設計されています。しかし、間違った使
いかたをすると、火災などにより死亡や大けがなど人身
事故につながることがあり、危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
4～12ページの注意事項をよくお読みください。製品全般
の安全上の注意事項が記されています。

定期点検をする
長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をする
ことをおすすめします。点検の内容や費用については、
お買い上げ店にご連絡ください。

故障したら使わない
すぐに、ソニーのサービス窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

 電源を切ってください。
 DC電源ケーブルや接続ケーブルを抜いてください。
 ソニーのサービス窓口までご相談ください。

 煙が出たら
 異常な音、においがしたら
 内部に水、異物が入ったら
 製品を落としたり、キャビネットを破損したときは

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をし
ています。表示の内容をよく理解してから本文を
お読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災などによ
り死亡や大けがなどの人身事故につながることが
あります。

この表示の注意事項を守らないと、事故によりけ
がをしたり周辺の物品に損害を与えたりすること
があります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号
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警告
表示された電源電圧で使用する
製品の表示と異なる電源電圧で使用すると、
火災の原因となります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多
い場所には設置しない
上記のような場所や取扱説明書に記されて
いる使用条件以外の環境に設置すると、火
災の原因となることがあります。

水にぬれる場所で使用しない
水ぬれすると、漏電による発火の原因とな
ることがあります。

指定のACアダプターあるいは
DC電源ケーブル、接続ケーブル
を使う
取扱説明書に記されている指定のACアダプ
ターあるいはDC電源ケーブル、接続ケーブ
ルを使わないと、火災や故障の原因となる
ことがあります。

DC電源ケーブルを傷つけない
DC電源ケーブルを傷つけると、火災の原因
となります。
 設置時に、製品と壁やラック、棚などの
間に挟み込まない。

 DC電源ケーブルを加工したり、傷つけた
りしない。

 重いものを載せたり、引っ張ったりしな
い。

 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
 DC電源ケーブルを抜くときは、必ず電源
プラグを持って抜く。

吸気口、排気口を近づけない
2台以上ならべて使用をする場合、隣の排気
口からの熱を吸気口から吸い込んで内部に
熱がこもり、火災や故障の原因となること
があります。
風通しをよくするために次の項目をお守り
ください。
 4 cm以上離して設置する。
 間に仕切りを設ける。

分解や改造をしない
分解や改造をすると、火災やけがの原因と
なることがあります。
内部の点検や修理は、ソニーのサービス窓
口にご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると、火災の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに本
機が接続されている外部電源の電源を切り、
DC電源ケーブルや接続ケーブルを抜いて、
ソニーのサービス窓口にご相談ください。

移動の際はDC電源ケーブルや接
続ケーブルを抜く
ケーブル類を接続したまま本機を移動させ
ると、ケーブルに傷がついて火災の原因と
なることがあります。

運搬時にはDC電源ケーブル、接
続ケーブルを取り外す
本機を運搬する際には、DC電源ケーブルお
よび接続ケーブルを必ず取り外してくださ
い。DC電源ケーブルや接続ケーブルに引っ
掛かると、転倒や落下の原因となることが
あります。
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注意
不安定な場所に設置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置す
ると、倒れたり落ちたりしてケガの原因と
なることがあります。また、設置・取付け
場所の強度を充分にお確かめください。

通風孔をふさがない
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災
や故障の原因となることがあります。風通
しをよくするために次の項目をお守りくだ
さい。
 壁から4 cm以上離して設置する。
 密閉された狭い場所に押し込めない。
 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など）
の上に設置しない。

 布などで包まない。
 あお向けや横倒し、逆さまにしない。

コード類は正しく配置する
DC電源ケーブルや接続ケーブルは、足に
引っかけると本機の落下や転倒などにより
けがの原因となることがあります。
充分注意して接続・配置してください。

製品の上に乗らない、重いもの
を載せない
倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けが
の原因となることがあります。

光コネクターを覗かない
コネクター部が故障した場合、レーザーに
より目を傷めたりする場合があります。

DC電源ケーブルのコネクターは
ロックするまで差し込む
DC電源ケーブルのコネクターはロックする
まで差し込んでください。確実に接続しな
いと故障や火災の原因となります。

ファンが止まったままの状態で
使用しない
ファンモーターが故障すると、火災の原因
となることがあります。
交換は、ソニーのサービス窓口にご依頼く
ださい。
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医療環境で使用するための重要なお知らせ

1. 本機に接続する全ての機器は、安全規格のIEC 60601-1、IEC 60950-1、IEC 60065、あるいは機器に適用できる他のIEC/
ISO規格等に従って承認または適合しているものをご使用ください。

2. さらにシステム全体としてIEC 60601-1規格に適合していなければなりません。信号入力部分あるいは信号出力部分に接
続する全ての周辺機器が医療用のシステムとして構成されるため、システム全体としてIEC 60601-1の規格要求に適合す
る責任があります。疑義がある場合には、ソニーの営業担当にご相談ください。

3. 他の機器と接続すると、漏れ電流を増加させる可能性があります。

4. この特定の機器のために、すべての周辺機器は上記のように接続し、IEC 60601-1の構造要求と最小基礎絶縁を備えてい
る追加した絶縁トランス経由で商用電源に接続してください。

5. この機器は無線周波エネルギーを発生、利用しており、周囲に放射する可能性があります。取扱説明書に従って設置、
使用されない場合、他の機器に対して電磁波障害を引き起こすかも知れません。この機器が電磁波障害を起こす場合は
（この機器から電源コードのプラグを抜くことにより確認できます）、以下の方法を試してください。
電磁波障害を受けている機器に対して、この機器を移動してください。この機器と電磁波障害を受けている機器を異な
る電源系統のコンセントに接続してください。

ソニーの営業担当にご相談ください。
（適合規格：IEC 60601-1-2とCISPR11、Class B、Group1）

医療環境で使用するためのEMCに関する重要なお知らせ

 NU-IP40Sは、EMCに関し特別に注意する必要があり、取扱説明書中で提供されるEMC情報に従って設置および使用する
必要があります。

 携帯型および移動型の無線通信機器はNU-IP40Sに影響を与えることがあります。

警告
ソニー株式会社によって指定されたもの以外のアクセサリーやケーブルを使用すると、NU-IP40Sのエミッション（電磁妨
害の放射）増加やイミュニティ（電磁妨害の耐性）低下を招くことがあります。

指針および製造業者の宣言－電磁エミッション

NU-IP40Sは、下記に規定した電磁環境での使用を意図しています。
お客様またはNU-IP40Sの使用者は、それが下記の環境で使用されることを確認してください。

エミッション試験 適合性 電磁環境－指針

無線周波エミッション

CISPR 11
グループ 1

NU-IP40Sは、内部機能のためだけに無線周波エネルギーを使用して
います。そのため、無線周波エミッションは非常に低く、近傍の電
子機器を妨害することは、ほぼありません。

無線周波エミッション

CISPR 11
クラス B

NU-IP40Sは、家庭および家庭用に使用される建物に給電する公共の
低電圧配電網に直接接続されている建造物を含むすべての建造物で
の使用に適しています。

電源高調波エミッション

IEC 61000-3-2
適用せず

電圧変動/
フリッカ　エミッション

IEC 61000-3-3

適用せず
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警告
NU-IP40Sを他の機器と隣接または積み重ねて使用する場合には、その使用構成で正常に動作していることを確認する必要
があります。

指針および製造業者の宣言－電磁イミュニティ

NU-IP40Sは、下記の電磁環境での使用を意図しています。お客様またはNU-IP40Sの使用者は、それが下記の環境で使用されることを確認して
ください。

イミュニティ試験
IEC 60601
試験レベル

適合性レベル 電磁環境－指針

静電気放電（ESD）

IEC 61000-4-2

±6 kV 接触

±8 kV 気中

±6 kV 接触

±8 kV 気中

床材は木材、コンクリートまたは陶製タイルとしてください。床材が
合成物質で覆われている場合、相対湿度が、少なくとも30％以上であ
ることを条件とします。

電気的ファストトラ
ンジェント（高速過
渡現象）/ バースト

IEC 61000-4-4

±2 kV 対電源線

±1 kV 対入出力線 ±1 kV 対入出力線

電源の品質は、典型的な商用または病院環境のものを利用してくださ
い。

サージ

IEC 61000-4-5

±1 kV 線間

±2 kV 線-アース間

適用せず 電源の品質は、典型的な商用または病院環境のものを利用してくださ
い。

電源入力ラインでの
電圧ディップ、瞬停、
および電圧変動

IEC 61000-4-11

< 5% 
（> 95% ディップ、 
時）

0.5 サイクルの間

40% 
（60% ディップ、 
時）

5 サイクルの間

70% 
（30% ディップ、 
時）

25 サイクルの間

< 5% 
（> 95% ディップ、 
時）

5 秒間

適用せず 電源の品質は、典型的な商用または病院環境のものを利用してくださ
い。
NU-IP40Sの使用者が、停電中も継続して運用することが必要な場合
は、無停電電源装置またはバッテリーからNU-IP40Sに電源供給するこ
とを推奨します。

電源周波数
（50/60 Hz）
磁界

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m 電源周波数磁界は、典型的な商用または病院環境内の典型的な場所で
の特性レベルである必要があります。

備考: は、試験レベルを加える前の交流電源電圧です。
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指針および製造業者の宣言－電磁イミュニティ

NU-IP40Sは、下記の電磁環境での使用を意図しています。お客様またはNU-IP40Sの使用者は、下記の環境で使用されることを確認してくださ
い。

イミュニティ試験
IEC 60601
試験レベル

適合性レベル 電磁環境－指針

伝導性妨害

IEC 61000-4-6

放射無線周波電磁界

IEC 61000-4-3

3 Vrms

150 kHz ～ 80 MHz

3 V/m

80 MHz ～ 2.5 GHz

3 Vrms

3 V/m

携帯型および移動型の無線通信機器は、ケーブルを含むNU-IP40Sのど
の部分に対しても、無線通信機器の周波数に対応した式から計算され
た推奨分離距離以下に近づけて使用しないでください。

推奨分離距離

d = 1.2 

d = 1.2  80 MHz ～ 800 MHz

d = 2.3  800 MHz ～ 2.5 GHz

ここでPは送信機器メーカーによる送信機の最大出力定格を表し単位
はワット（W）、dは推奨分離距離で単位はメートル（m）です。

固定の無線送信機からの電磁界強度は電磁気の現地調査aによって決
定されますが、これは各周波数範囲bにおいて適合レベル未満である
必要があります。

次の記号が表示された機器の近くでは、干渉が生じる可能性がありま
す。

備考 1: 80 MHzおよび800 MHzにおいては、高い方の周波数範囲を適用します。

備考 2: これらの指針は、すべての状況に適用するとは限りません。
電磁気の伝搬は、建物、物体および人体による吸収や反射の影響を受けます。

a 固定の無線送信機、例えば、無線（携帯/コードレス）電話基地局および陸上移動局、アマチュア無線、AM および FM ラジオ放送および 
TV 放送からの電磁界強度は、理論上、正確には予測することはできません。固定の無線送信機に起因する電磁環境を評価するために、電磁
気の現地調査を考慮する必要があります。NU-IP40Sが使用される測定電磁界強度が適用される上記の無線適合性レベルを超える場合、 NU-
IP40Sが正常に動作していることを確認してください。もし異常な動作が観測される場合、 NU-IP40Sの向きや場所を変えるといった追加措置
が必要となることがあります。

b 周波数範囲が150 kHz～80 MHzにおいて、電界強度は3 V/m未満である必要があります。
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注意
本製品またはアクセサリーを廃棄するときは、環境汚染等のリスクに配慮し、関連した地域または国の法律、および関連し
た病院の規則にしたがってください。

ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー放射の被爆をもたらします。

本機は「クラス1レーザー製品」です。
（IEC 60825-1：2007）

携帯型および移動型の無線通信機器と、NU-IP40Sとの間の推奨分離距離

NU-IP40Sは、放射無線妨害が制御される電磁環境内での使用を意図されています。お客様またはNU-IP40Sの使用者は、携帯型および移動型の
無線通信機器（送信機）とNU-IP40Sの最小距離を維持することによって、電磁干渉を防ぐことができます。最小距離は、下記に推奨されるよう
に、通信機器の最大出力に従ってください。

送信機の最大定格出力
W

送信機の周波数による分離距離
m

150 kHz ～ 80 MHz
d = 1.2 

80 MHz ～ 800 MHz
d = 1.2 

800 MHz ～ 2.5 GHz
d = 2.3 

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

上記に記載されていない最大出力定格の送信機については、推奨分離距離d（単位：メートル（m））は、送信機の周波数に適用される式を使用
して決定できます。ここでP（単位：ワット（W））は送信機の最大出力定格であり、送信機器メーカーにより指定されたものになります。

備考 1: 80 MHzおよび800 MHzにおいては、高い方の周波数範囲の分離距離を適用します。

備考 2: これらの指針は、すべての状況に適用するとは限りません。
電磁気の伝搬は、建物、物体および人体による吸収や反射の影響を受けます。

注意
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注意
設置時には、通気性を考慮して設置スペースを確保してください。
通風孔のある本機左右側面は、それぞれ4 cm以上の空間を確保してください。

重要
機器の名称と電気定格は、底面に表示されています。

注意
MR（Magnetic Resonance）環境では使用しないでください。
故障や火災、予測不能な移動を引き起こす可能性があります。

グラフィカルシンボルの説明

警告：高温注意
本機にこのマークがある箇所は、高温になる可能性があるので、取扱説明書の警告文にしたがってご使用くだ
さい。
注記  背景色：黄
        三角形のバンド：黒
        シンボル：黒

取扱説明書参照
本機にこのマークがある箇所は、取扱説明書の指示にしたがってご使用ください。

このシンボルは製造業者を表し、隣接して製造業者名と住所が併記されます。

このシンボルは製造日付を表します。

このシンボルはシリアルナンバーを表します。

このシンボルは付属文書の版を表します。

このシンボルは、システムの各部分を同じ電位にするための、等電位端子を示しています。

保存・輸送温度
このシンボルは保存と輸送環境の温度制限を表します。

保存・輸送湿度
このシンボルは保存と輸送環境の湿度制限を表します。

保存・輸送気圧
このシンボルは保存と輸送環境の大気圧制限を表します。
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使用上のご注意

不測の事態に備えて
本機の不測の事態に備え、人や財産の安全性に関わる用
途や緊急かつ確実な映像伝送を必要とする用途でご使用
の際は、本機の代替となるビデオケーブルで直接接続で
きるようご準備ください。

電気メスなどの機器との同時使用について
本機と電気メスなどの機器を同時に使用する場合、当該
機器から生じる強い電磁波又は電圧の影響のため、使用
中に、画乱れ、画がゆがむ、その他本機が正常に動作し
なくなる可能性がありますが、故障ではありません。
強い電磁波又は電圧を発生する機器と同時に使用する場
合には、予めその影響を確認し、影響を受けにくい場所
に設置するか、使用を取りやめてください。

ファンエラーについて
本機には冷却用ファンが内蔵されています。モニター画
面上にファンエラー警告が出た場合は、電源を切りお買
い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。

温度エラーについて
本機を高温環境などで使用し内部の温度が上昇した場合、
本体前面のインジケーターにてエラーが表示されます。
エラー警告が表示された場合は、お買い上げ店またはソ
ニーのサービス窓口にご連絡ください。

本機使用の事前確認について
本機を用いたネットワーク伝送は映像の遅延を生じます。
実際の医療行為でご使用になる前に、医療行為で想定さ
れる設定において事前確認してください。医療行為の妨
げになる場合は、本機のご使用をお控えください。

圧縮伝送モードについて
本機には映像を圧縮して伝送する圧縮伝送モードがあり
ます。圧縮伝送モードでご使用になる場合は、手術前に
画質を確認してください。医療行為の妨げとなる場合は、
動作モードを非圧縮伝送に切り替えるか、本機のご使用
をお控えください。

ダウンコンバート機能について
本機には4K映像をダウンコンバートしてHDモニターに出
力するダウンコンバート機能があります。本機能をご使用
になる場合は、手術前に画質を確認してください。医療行
為の妨げとなる場合は、本機のご使用をお控えください。

光ネットワークスイッチについて
ご使用になるネットワークスイッチによっては、映像が正
しく伝送されないことがあります。
動作確認済みネットワークスイッチについては、お買い上
げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。
実際の医療行為でご使用になる前に、医療行為で想定され
る設定において事前確認してください。医療行為の妨げに
なる場合は、本機のご使用をお控えください。

光ファイバーケーブルの取り扱いについて
光ファイバーケーブルおよびコネクターは過度な曲げ、
引っ張りやねじれにより破壊されることがあります。光
ファイバーケーブルの説明書の注意事項を守ってご使用
ください。

使用・設置場所について
次のような場所での使用・設置はお避けください。
 異常に高温になる場所
 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
 激しい振動のある場所
 強力な磁気のある場所
変形したり、故障したりすることがあります。

お手入れ
本体表面の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふきとって
ください。汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含
ませた布で汚れをふきとり、乾いた布で仕上げてくださ
い。アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など、揮
発性のものをかけると、変質したり塗装がはげたりする
ことがあります。本体表面の清掃は、濃度50 ～ 70 v/v％
のイソプロピルアルコール、または濃度76.9 ～ 81.4 v/v％
のエタノールで清拭してください。

結露について
本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだと
きなど、機器表面や内部に水滴がつくことがあります。
これを結露といいます。結露が起きたときは電源を切り、
結露がなくなるまで放置し、結露がなくなってからご使
用ください。結露時のご使用は機器の故障の原因となる
場合があります。

有寿命部品について
ファンは有寿命部品として定期的な交換が必要です。
常温でのご使用の場合、5 年を目安に交換してください。
ただし、交換時期は目安であり、部品の寿命を保証する
ものではありません。交換の際はお買い上げ店にご相談
ください。
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セキュリティについて
通信を行う機器でセキュリティ対策を行わなかった結果、
または、通信仕様上の、やむを得ない事情により、デー
タ漏洩等、セキュリティ上の問題が発生した場合、弊社
ではそれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負
いかねます。

使用環境によっては、ネットワーク上の意図せぬ第三者
から製品にアクセスされる可能性があります。本機を
ネットワークに接続する際には、セキュアなネットワー
クであることをご確認の上ご使用ください。

システム運用上の留意事項
本機は1週間に1回始業時に電源投入（または再起動）を
行い、システムインジケーターやモニター出力画面に異
常がないことを確認してください。
システムの運用開始時は、初めにネットワークスイッチ
の電源を投入し、起動状態を確認した後で、本機の電源
を投入してください。
ネットワークスイッチを後から起動した場合は、同期信
号が外れ映像が乱れることがあります。その場合は本機
を再起動してください。

出力画像に関する留意事項
 本機の電源投入後の約20秒間、および送信側への映像入
力開始直後の約20秒間は、映像が乱れることがありま
す。医療行為の妨げとなる場合は、本機の使用をお控え
ください。

 3G Level B Dual Streamフォーマットを使用した場合
に、送信側への映像入力開始直後の約40秒間、映像が乱
れることがあります。医療行為の妨げとなる場合は、本
機の使用をお控えください。

 接続するモニターはソニー製メディカルモニターをご使
用ください。
他社製モニターを使用した場合、送信側への映像入力開
始直後の約40秒間、映像が乱れることがあります。
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特長

IPコンバーターNU-IP40Sは、3G/HD-SDI映像出力を備え
た機器からの4KまたはHDの映像と音声を、高速光ファイ
バーネットワークを経由して低遅延で伝送する装置です。
複数のIPコンバーターをネットワークスイッチを介して
接続することによって、手術映像のネットワーク伝送シ
ステムを構築できます。

4K/HDの高画質伝送
4K（3840×2160、4096×2160）およびHD（1920×1080）
の高精細な映像を伝送できます。

低遅延ネットワーク伝送
ソニーが開発したLSIにより、医療現場で求められる低遅
延でのネットワーク映像伝送を実現しています。

ケーブルの冗長化による高信頼性
光ネットワークケーブルを2本接続して使用することで
ケーブルの断線によるトラブルを低減できます。
映像伝送中に1本の光ネットワークケーブルが断線した場
合でも、映像を途切れることなく伝送できます。

ソフトウェアによる自在な映像切り
替え
「ネットワークシステムマネージャー」ソフトウェア（別
売）を使用することで、ネットワーク上に接続された
サーバー PCから各IPコンバーターを制御し、映像を自在
に切り替えることができます。
また、IPコンバーターに接続された機器のサムネイル
（縮小）画像を取り出すことが可能です。UIアプリケー
ションで使用することによって、確実で直観的な操作性
を実現できます。

ブラケットによるモニター背面への
装着
モニターのアクセサリー製品であるIPコンバーターブラ
ケットNUA-BK10（別売）を使用することで、本機を平
置き設置することなく、モニターの背面に装着できます。

ご注意
対象モニターについては、IPコンバーターブラケットの
取扱説明書で確認するか、ソニーのサービス窓口にお問
い合わせください。

はじめに
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システム構成例

1対多接続例
送信機1台に対して複数の受信機を接続できます。同じ映像を複数のモニターに表示できます。

内視鏡装置
光ネットワーク
スイッチ

NU-IP40S
（送信側）

NU-IP40S
（受信側）

NU-IP40S
（受信側）

SDIケーブル

光ファイバーケーブル
ビデオ信号の流れ

同じ内視鏡の映像が表示される
14



多対多接続例（映像伝送グループ設定）
複数の送信機と複数の受信機を接続できます。映像伝送グループを設定することで、任意の映像を任意の受信機に伝送でき
ます。DIPスイッチによるマニュアル設定時は最大4台の送信機と16台の受信機を同時にネットワーク接続し、手術映像の
ネットワーク伝送システムを構成することが可能です。

内視鏡装置
光ネットワーク
スイッチ

グループ0 グループ1
グループ1 グループ0

術野カメラ
術野カメラの
映像

内視鏡の
映像

NU-IP40S
（送信側）

NU-IP40S
（受信側）

NU-IP40S
（送信側）

NU-IP40S
（受信側）

NU-IP40S
（受信側）

SDIケーブル

光ファイバーケーブル

ビデオ信号の流れ

内視鏡の
映像
15



「ネットワークシステムマネージャー」ソフトウェアを用いたシステム例
複数の送信機と複数の受信機を接続し、サーバー PCにインストールされた「ネットワークシステムマネージャー」ソフト
ウェアにより各IPコンバーターをリモートで設定し、任意の映像を任意の受信機に伝送できます。
詳細はネットワークシステムマネージャーの取扱説明書をご確認ください。

内視鏡装置
光ネットワーク
スイッチ術野カメラ

サーバーPC
ネットワークシステム
マネージャー

モニター

NU-IP40S NU-IP40SNU-IP40S NU-IP40S NU-IP40S

SDIケーブル

光ファイバーケーブル

ネットワークケーブル

モニター モニター

ビデオ信号の流れ
16



各部名称

前面

 SYSTEMインジケーター
本機の状態を示します。
詳細は「インジケーター」 （31ページ）をご覧ください。

警告
SYSTEMインジケーターがオレンジ色で高速点滅してい
るときは、本機にさわらないでください。ファンの故障
または通風孔が塞がれたことによる冷却異常のために、
本機全体が高温となっている可能性があり、さわるとや
けどをする恐れがあります。DCコネクターを外し、本機
が充分に冷えるまで待ってからさわってください。

背面

  等電位端子
等電位接地接続に使用します。

  SDI入出力端子A/B/C/D（BNC型）
3G/HDシリアルデジタルコンポーネント信号の入出力端
子です。

ご注意

 HD映像伝送時はSDI入出力端子Aに接続してください。
 複数のHD映像を同時に伝送することはできません。

  ネットワーク端子（LC×2）MAIN/SUB
10GBASE-SRに対応したOM3またはOM4の光ファイバー
ケーブルを接続します。付属のカバーを取り外してから、
光ファイバーケーブルを接続してください。

ご注意

 光ファイバーケーブルを接続していないときは付属のカ
バーを取り付けてください。ホコリやよごれにより、通
信に影響が出る可能性があります。また、光コネクター
は定期的にクリーニングを行ってください。

 光ファイバーのケーブルおよびコネクターは曲げ、引っ
張りにより破損することがあります。取り扱いには充分
ご注意ください。

  RS-232C端子（D-sub 9ピン）
本端子に接続された機器をリモート操作できます。使用
方法についてはソニーのサービス担当者または営業担当
者にお問い合わせください。

  DC電源入力端子
DC 24 VのDC電源ケーブルを接続します。
接続にはホシデン製のコネクターをお使いください。
コネクター名：TCP8927-53
線材について：電線定格電圧60 V以上、許容電流2 A以上
の定格を持った線材を推奨します。
ACアダプターをご使用の場合は、AC-80MD（別売）をご
使用ください。

ご注意
ACアダプター使用時の電源の接続／切断は、本機にDC
ケーブルを接続した状態でACアダプター側で行ってくだ
さい。

NC

GND

DC 24 V
1A
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注意
DCコネクターを機器に接続してから供給元の電源を投入
してください。
DCコネクターを外す場合は、供給元の電源を先に遮断し
てからDCコネクターを外してください。
DCコネクターのピンと患者を同時にさわらないでくださ
い。
DCコネクターのピンには24 Vの電圧がかかっており、患
者に対して悪影響を与える可能性があります。

 LINKインジケーターMAIN/SUB
ネットワーク端子の状態を表示します。光ファイバー
ケーブルが接続されていて、LINKが確立しているとき
は、緑色で点灯します。
緑色で点滅し続けているときは、機器が正しく接続され
ていません。光ファイバーケーブルの接続を確認してく
ださい。
詳細は「インジケーター」 （31ページ）をご覧ください。

 DIPスイッチ1/2/3
本機の動作モードの設定をします。
詳しくは「DIPスイッチ設定」 （32ページ）をご覧くださ
い。

警告
この機器のコネクターは絶縁されておりません。
ご使用にあたっては、IEC 60601-1に適合した機器以外の
接続は禁止します。
交流電源で動作するIT機器やAV機器を接続されると、接
続した機器から漏洩電流が流入し、患者や操作者に対し
て感電の危険があります。
やむを得ずご使用になる場合は、IT機器やAV機器側の電
源に絶縁トランスを接続して絶縁を行うか、接続ケーブ
ル間にアイソレーターを接続し絶縁を行うことにより、
システムとしてIEC 60601-1に適合できるレベルに感電の
リスクが充分低減されていることを確認してからご使用
ください。
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本機の設定方法は、ネットワーク経由によるリモート設
定と、本機のDIPスイッチによるマニュアル設定がありま
す。
リモート設定は、ネットワークに接続されたサーバーPC
および「ネットワークシステムマネージャー」ソフトウェ
ア（別売）が必要となります。詳細は「ネットワークシス
テムマネージャー」ソフトウェアの取扱説明書を参照して
ください。
ここでは本機のDIPスイッチによるマニュアル設定の方法
について説明します。

マニュアル設定
ご使用になる前に、接続環境に合わせて設定をしてくだ
さい。
接続環境に変更があった場合、その接続環境に合わせて
再度設定してください。

設定の流れ

















ご注意
 設定は、DC電源ケーブルを外した状態で行ってくださ
い。

 設定の変更は、本機の電源を入れたときに反映されま
す。

DIP スイッチカバーの取り外し
背面のDIPスイッチカバーを固定しているネジを緩めて
DIPスイッチカバーを取り外します。
DIPスイッチ1/2/3が現れます。

動作モード設定
本機の動作モードに合わせて設定します。

映像フォーマット設定
接続しているモダリティ機器からの入力映像フォーマッ
トに合わせて、映像フォーマットを設定します。

使用方法

DIP スイッチカバーの取り外し

動作モード設定

映像フォーマット設定

ダウンコンバート出力設定

ネットワーク設定
 映像伝送グループ
 受信側IPアドレス

圧縮伝送モード設定

ネットワーク二重化（冗長化）設定

3D映像設定

DIP スイッチカバーの取り付け

動作モード
DIPスイッチ1 DIPスイッチ2

[1] [1]

受信モード（モニターに接続）
ON

OFF

送信モード（映像出力機器に接続） ON

入力映像
フォーマット

3G-SDI
マッピング

4Kフォー
マット

DIPスイッチ1

[3] [4] [5] [6] [7]

1920×1080
/50i

－

－ OFF

OFF
OFF

－

－

1920×1080
/59.94i

－ ON

1920×1080
/50p

Level A/B

ON

OFF
OFF

1920×1080
/50i

Level B-
DS 1)

ON

1920×1080
/59.94p

Level A/B
ON

OFF

1920×1080
/59.94i

Level B-
DS 1)

ON

ネジ

DIPスイッチ
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1) 3D-Dual Streamのみサポート
2) 2-Sample Interleave Division
3) Square Division
4) SQは送信側で2-SIに変換されます。

ご注意
 送信側と受信側の映像フォーマットが正しく設定されて
いないと、映像が伝送できません。

 3G-SDIマッピングLevel B入力時はLevel Aに変換されて
出力されます。Level B-DS入力時はLevel B-DSのまま出
力されます。

 受信側ではDIPスイッチ1 [7] は無効です。4K映像
（4096×2160, 3840×2160）出力は2-SI固定となります。 

ダウンコンバート出力設定
受信側で、入力映像フォーマットと同じフォーマットで
出力するか、解像度を変換（ダウンコンバート）して出
力するかを設定します。ダウンコンバート出力設定を行
うことにより、4K映像出力のモダリティ機器の映像の解
像度変換を行い、HDモニターに出力できます。4K映像伝
送システムの接続環境の中にHDモニターを追加接続でき
ます。

1) 解像度変換方法は以下のとおり。
3840×2160：縦横1/2に縮小して出力
4096×2160：左右を128ドット削除（3840×2160）し、縦横1/2に
縮小して出力

ネットワーク設定

映像伝送グループ
映像を伝送する送信側と受信側のグループを設定します。
1つのグループには1つの送信機と複数の受信機を設定で
きます。本機を送信モードに設定しているときにグルー
プ設定をすると、ネットワーク端子MAINおよびネット
ワーク端子SUBのそれぞれに自動的にIPアドレスが割り
当てられます。

受信側IPアドレス
受信側のネットワーク端子 MAINおよびSUBにIPアドレ
スを割り当てます。映像伝送グループにかかわらず割り
当て可能です。ネットワーク内の他の機器と重複しない
ように設定してください。DIPスイッチ2の[5]-[8]のON/
OFFを設定することによってIPアドレスを設定できます。
詳細は「DIPスイッチ設定」 （32ページ）を参照してくだ
さい。

ご注意
マニュアル設定モード時はDHCPによる動的IPアドレス割
り当てには対応していません。

圧縮伝送モード設定
送信側で、4K映像（4096×2160, 3840×2160）の圧縮伝送
モード（圧縮または非圧縮）を設定します。HDの映像
（1920×1080）の場合は常に非圧縮モードとなります。

ご注意
 4K映像においてネットワークを二重化するときは圧縮
伝送モードを圧縮伝送に設定してください。

3840×2160
/50p Level A/B

2-SI 2)

ON

OFF

OFF

－

OFF

SQ 3) 4) ON

3840×2160
/59.94p

Level A/B
2-SI 2)

ON
OFF

SQ 3) 4) ON

4096×2160
/50p Level A/B

2-SI 2)

ON

OFF
OFF

SQ 3) 4) ON

4096×2160
/59.94p

Level A/B
2-SI 2)

ON
OFF

SQ 3) 4) ON

入力映像解像
度

DIPスイッチ1 
出力映像解像度

[8]

1920×1080
OFF

入力映像解像度と同じ
ON

3840×2160
OFF

ON 解像度変換 1)（1920×1080）で出力

4096×2160
OFF 入力映像解像度と同じ

ON 解像度変換 1)（1920×1080）で出力

入力映像
フォーマット

3G-SDI
マッピング

4Kフォー
マット

DIPスイッチ1

[3] [4] [5] [6] [7]

DIPスイッチ2
映像伝送グ
ループ

送信側のIPアドレ
ス（ネットワーク
端子MAIN）

送信側のIPアド
レス（ネット
ワーク端子SUB）

[2] [3]

OFF
OFF グループ0 192.168.10.32 192.168.11.32

ON グループ1 192.168.10.33 192.168.11.33

ON
OFF グループ2 192.168.10.34 192.168.11.34

ON グループ3 192.168.10.35 192.168.11.35

ネットワーク端子（受信側） IPアドレスの設定可能範囲

MAIN 192.168.10.100 ～ 192.168.10.115

SUB 192.168.11.100 ～ 192.168.11.115

出力映像フォーマット 圧縮伝送モード
DIPスイッチ1

[2]

3840×2160または
4096×2160

圧縮伝送 OFF

非圧縮伝送 ON

1920×1080 非圧縮伝送
OFF

ON
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 圧縮伝送モードを圧縮伝送に設定した場合は、必ず手術
前に映像の画質を確認してください。問題がある場合
は、圧縮伝送モードを非圧縮伝送に切り替えるか、本機
の使用を中止してください。

 圧縮伝送モードを非圧縮伝送に設定して4K映像を伝送
する場合は、ネットワークケーブルを2本接続してくだ
さい。

ネットワーク二重化（冗長化）設定
ネットワークの二重化を設定します。この設定により、
ネットワークケーブルが1本断線した場合でも映像伝送を
続行できます。この機能を有効に設定した場合は、ネッ
トワークケーブルを2本接続してください。

ご注意
 4K映像伝送時に、圧縮伝送モードが非圧縮伝送に設定
されている場合、二重化設定は無効となります。

 ネットワークケーブルを1本で使用する場合は、必ず
ネットワーク端子MAINに接続してください。

3D映像設定
3D映像入力時の変換モードを設定します。

1) ラインバイラインのまま圧縮伝送すると映像が正しく表示できま
せん。

ご注意
3G Quad 2-SI入力のときは、ラインバイラインをトップア
ンドボトムに変換できないため、圧縮伝送を行うと正し
く映像を表示できません。

DIP スイッチカバーの取り付け
DIPスイッチカバーを元どおり取り付け、ネジで固定しま
す。

注意
設定が完了したら、必ずDIPスイッチカバーを取り付けて
ネジで固定してください。本機はDIPスイッチカバーを必
ず取り付けた状態で使用してください。

DIPスイッチ3 ネットワーク二重化（冗長化）

[6]

OFF 無効

ON 有効

DIPスイッチ3
3D映像変換

[5]

OFF
3G Quad SQ入力時に、ラインバイラインフォー
マットを自動的に検出し、トップアンドボトムに変
換してから伝送・出力を行います。1)

ON

3G Quad SQ入力時にラインバイラインの自動判別
が動作しない場合に、強制的にラインバイラインか
らトップアンドボトムに変換処理を行い、伝送・出
力します。
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接続例

接続例1（4K映像伝送）
4K映像伝送時は、すべてのSDI入出力端子にSDIケーブルを接続します。

DIPスイッチの設定

各DIPスイッチを図のように設定すると、以下の設定となります。

4K
内視鏡装置

4連SDIケーブル 4連SDIケーブル

4Kモニター

送信側（IPC1） 受信側（IPC2）

光ファイバーケーブル

ビデオ信号の流れ

光ネットワーク
スイッチ

DIPスイッチ1 DIPスイッチ2 DIPスイッチ3

送信側
（IPC1）

受信側
（IPC2）

OFF ON 設定不要

設定 送信側（IPC1） 受信側（IPC2）

入力映像フォーマット
3840×2160/50p
Level A 4K 2-SI 2D

－
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接続例2（HD映像伝送、ネットワーク二重化設定無効）
HD映像伝送時は、SDI入出力端子AにSDIケーブルを接続します。

DIPスイッチの設定

出力映像フォーマット － 3840×2160/50p

映像伝送グループ グループ0 グループ0

IPアドレス
192.168.10.32
192.168.11.32

192.168.10.100
192.168.11.100

圧縮伝送モード 圧縮 －

ネットワーク二重化 有効 有効

3D映像 自動判別 －

ダウンコンバート出力 － 無効

設定 送信側（IPC1） 受信側（IPC2）

SDIケーブル SDIケーブル

光ファイバーケーブル

ビデオ信号の流れ

HDモニターHD
術野カメラ

送信側（IPC1） 受信側（IPC2）

光ネットワーク
スイッチ

DIPスイッチ1 DIPスイッチ2 DIPスイッチ3

送信側
（IPC1）

受信側
（IPC2）

OFF ON 設定不要
23



各DIPスイッチを図のように設定すると、以下の設定となります。

接続例3（多対多接続、映像伝送グループ設定）
複数の映像伝送を必要としている場合は、下記のように接続します。

設定 送信側（IPC1） 受信側（IPC2）

入力映像フォーマット 1920×1080/59.94i －

出力映像フォーマット － 1920×1080/59.94i

映像伝送グループ グループ3 グループ3

IPアドレス
192.168.10.32
192.168.11.32

192.168.10.100
192.168.11.100

圧縮伝送モード 非圧縮 －

ネットワーク二重化 無効 無効

3D映像 自動判別 －

ダウンコンバート出力 － 無効

4K内視鏡
装置

光ネットワーク
スイッチ

グループ0 グループ1
グループ1 グループ0 グループ0

HD術野
カメラ HDモニター 4Kモニター

送信側
（IPC1）

受信側
（IPC3）

送信側
（IPC2）

受信側
（IPC4）

受信側
（IPC5）

SDIケーブル

光ファイバーケーブル

ビデオ信号の流れ

HDモニター
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DIPスイッチの設定

各DIPスイッチを図のように設定すると、以下の設定となります。

DIPスイッチ1 DIPスイッチ2 DIPスイッチ3

送信側
（IPC1）

送信側
（IPC2）

受信側
（IPC3）

受信側
（IPC4）

受信側
（IPC5）

OFF ON 設定不要

設定 送信側（IPC1） 送信側（IPC2） 受信側（IPC3） 受信側（IPC4） 受信側（IPC5）

入力映像フォー
マット

4096×2160/59.94p
Level B 4K 
SQ 3D

1920×1080/59.94i － － －

出力映像フォー
マット

－ － 1920×1080/59.94i 4096×2160/59.94p 1920×1080/59.94p

映像伝送グループ グループ0 グループ1 グループ1 グループ0 グループ0

IPアドレス
192.168.10.32 192.168.10.33 192.168.10.100 192.168.10.101 192.168.10.103

192.168.11.32 192.168.11.33 192.168.11.100 192.168.11.101 192.168.11.103

圧縮伝送モード 非圧縮 非圧縮 － － －

ネットワーク
二重化

無効 有効 有効 無効 無効

3D映像
ラインバイライン方式
の3D信号

自動判別 － － －

ダウンコンバート
出力

－ － 無効 無効 有効
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エラー一覧

本機にエラーが発生したときは、SYSTEMインジケーターによってエラー内容の通知が行われます。エラーによっては、
OSDメッセージを映像に重畳して出力します。下記を参照して対処してください。

その他

OSDメッセージ SYSTEMインジケーター 意味 対処方法

NU-IP40S: FAN 
ERROR(TX)

＜送信側＞
高速点滅（オレンジ、
0.5秒間隔）

ファン異常（送信側）
送信側機器のファンが異常です。ソニーのサービス担当者または営業
担当者にお問い合わせください。

NU-IP40S: FAN 
ERROR(RX)

＜受信側＞
高速点滅（オレンジ、
0.5秒間隔）

ファン異常（受信側）
受信側機器のファンが異常です。ソニーのサービス担当者または営業
担当者にお問い合わせください。

－
＜送信側＞
3回点滅（オレンジ）

ネットワーク異常（送
信側）

送信側機器のネットワーク異常です。ネットワークの接続を確認して
ください。

NU-IP40S:
NETWORK
ERROR(RX)

＜受信側＞
3回点滅（オレンジ）

ネットワーク異常（受
信側）

受信側機器のネットワーク異常です。ネットワークの接続を確認して
ください。

NU-IP40S:
UNLOCK(TX)

＜送信側＞
点滅（緑）

ネットワーク同期処理
中（送信側）

送信側機器のネットワークの同期調整中です。しばらく待っても正常
にならない場合はソニーのサービス担当者または営業担当者にお問い
合わせください。

NU-IP40S:
UNLOCK(RX)

＜受信側＞
点滅（緑）

ネットワーク同期処理
中（受信側）

受信側機器のネットワークの同期調整中です。しばらく待っても正常
にならない場合はソニーのサービス担当者または営業担当者にお問い
合わせください。

－ 4回点滅（オレンジ） その他の異常
システムの異常です。ソニーのサービス担当者または営業担当者にお
問い合わせください。

－
＜送信側＞
点滅（オレンジ、1秒間隔）

内部温度異常（送信側） 送信側機器の内部温度異常です。設置環境を確認してください。

－
＜受信側＞
点滅（オレンジ、1秒間隔）

内部温度異常（受信側） 受信側機器の内部温度異常です。設置環境を確認してください。

－
＜送信側＞
2回点滅（オレンジ） 光モジュール受信パ

ワー低下

ネットワーク端子MAINまたはSUBの受信パワーが低下しています。
光コネクターおよび光ファイバーケーブルの接点のクリーニングを
行ってください。クリーニング方法についてはソニーのサービス担当
者または営業担当者にお問い合わせください。－

＜受信側＞
2回点滅（オレンジ）

NU-IP40S: NO 
VIDEO INPUT

＜送信側＞
点灯（緑）

ビデオ入力がありませ
ん。

送信側機器のビデオ入力を確認してください。

NU-IP40S: VIDEO 
FORMAT 
ERROR

＜送信側＞
点灯（緑）

入力された映像フォー
マットが認識できませ
ん。

入力映像フォーマットの設定を確認してください。
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故障かな？と思ったら

まず初めに、下記の項目をもう一度チェックしてみてく
ださい。それでも解決しないときは、ソニーのサービス
担当者、営業担当者にご相談ください。
 電源が入らない／SYSTEMインジケーターが点灯しない
 電源コンセントが抜けていないか、ACアダプター
などのDC電源ケーブルが正しく接続されているかを
確認してください。

 映像がモニターに映らない
 SYSTEMインジケーターおよびLINKインジケー
ターを確認してください（31ページ）。エラーまた
はアラームが発生している場合は、ソニーのサービ
ス担当者または営業担当者にお問い合わせくださ
い。

 DIPスイッチの設定を確認してください。送信側、
受信側のDIPスイッチをそれぞれ正しく設定する必
要があります（19ページ）。

 接続ケーブルが正しく接続されているか確認してく
ださい。HD映像フォーマットの場合はSDI A端子に
接続してください。

 4K映像が正しくモニターに表示されない
 本機背面のSDI端子が正しく接続されているかを確
認してください。（17ページ）

 DIPスイッチの設定を確認してください。モダリ
ティ機器の出力映像フォーマットに合わせてDIPス
イッチを設定する必要があります（19ページ）。

 映像が時々乱れる。SYSTEMインジケーターが緑点滅
のまま、点灯に変わらない。
 ネットワーク同期が取れない状態になっています。
本機の電源を入れ直してください。
ネットワークスイッチの起動完了後、本機の電源を
投入するように運用してください。

保証書とアフターサービ
ス

保証書
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上
げの際お受け取りください。所定事項の記入および記載
内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときはサービスへ
ソニーのサービス担当者、営業担当者にご連絡ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。
お買い上げ店にご相談なさるときは、次のことをお知ら
せください。
 型名：NU-IP40S
 購入年月日
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ライセンスについて

オープンソースソフトウェアのライセンス
について
本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に
基づき使用しているソフトウェアが搭載されています。
当該ソフトウェアの著作権者の要求に基づき、弊社はこ
れらの内容をお客様に通知する義務があります。
ライセンスの内容に関しては、CD-ROM内の「Important 
Notice Regarding Software」をご覧ください。

GNU GPL/LGPL適用ソフトウェア
本製品には、GNU General Public License（以下「GPL」
とします）またはGNU Lesser General Public License（以
下「LGPL」とします）の適用を受けるソフトウェアが含
まれております。
お客様はGPL/LGPL の条件に従い、これらのソフトウェ
アのソースコードの入手、改変、再配布の権利があるこ
とをお知らせいたします。
ライセンスの内容及びソフトウェアパッケージ一覧につ
いてはCD-ROM内の「Important Notice Regarding 
Software」 をご覧ください。
ソースコードについてはソニーのサービス窓口にお問い
合わせください。なお、ソースコードの中身についての
お問い合わせはご遠慮ください。

主な仕様

一般
電源 DC +24 V
入力電流 1 A
動作環境
温度 0 ℃～40 ℃
湿度 30%～85%（結露なきこと）
気圧 700 hPa～1,060 hPa

輸送保存環境時
温度 －20 ℃～+60 ℃
湿度 20%～90%（結露なきこと）
気圧 700 hPa～1,060 hPa

質量 約0.7 kg

入力端子
DC IN（DIN3ピン）

ACアダプター

入出力端子
3G/HD-SDI

BNC型（4）

その他のインターフェース
ネットワーク（10GBASE-SR）

LC型（2）
RS-232C D-Sub 9ピン

音声信号
SDIエンベデッドオーディオに対応

2 ch 48 kHz 24 bit

付属品
ご使用になる前に（1）
CD-ROM（1）
保証書（1）
セールス会社窓口のしおり（1）
European Representative（欧州代理人）（1）

別売アクセサリー
ACアダプター
 AC-80MD
ネットワークシステムマネージャー
 NU-NM10B
 NU-NM11B
IPコンバーターブラケット

NUA-BK10

ご注意
対象モニターについては、IPコンバーターブラ
ケットの取扱説明書で確認するか、ソニーの
サービス窓口にお問い合わせください。
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安全に関する仕様
水の浸入に対する保護等級：

0級 （特に保護がされていない）
可燃性麻酔剤の点火の危険に対する保護：

空気、酸素または亜酸化窒素と混合した可燃性
麻酔ガスが存在する環境での使用には適してい
ません。

作動モード：
連続

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあ
りますが、ご了承ください。

外形寸法

　この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置
を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことが
あります。この場合には使用者が適切な対策を講ずる
よう要求されることがあります。

VCCI-A

 お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。
故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中お
よび保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかね
ますのでご了承ください。

 本製品を使用したことによるお客様、または第三者か
らのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負
いかねます。

 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断
について、一切の責任を負いかねます。

（単位：mm）

4
2

4
8
.5

1
2
0

180
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入力可能な信号
本機は下記の信号方式に対応しています。

信号フォーマット

1) 複数の伝送はできません
2) Level B-DL入力時は、Level Aに変換されて出力されます。
3) Level B-DS入力時はLevel B-DSのまま出力されます。SDIエンベデッドオーディオはサポートされません。
4) 2-SI：2-Sample Interleave Division、SQ：Square Division。SQは送信側で2-SIに変換されます。

3Dフォーマット
サイドバイサイド
ラインバイライン
トップアンドボトム
デュアルストリーム

HD-SDI 1)

1920×1080/59.94i 4:2:2YCbCr 10bit

1920×1080/50i 4:2:2YCbCr 10bit

3G-SDI 1)

1920×1080/59.94p 4:2:2YCbCr 10bit Level A/Level B-DL 2)

1920×1080/50p 4:2:2YCbCr 10bit Level A/Level B-DL 2)

1920×1080/59.94i 4:2:2YCbCr 10bit Level B-DS 3) 3D-Dual Stream

1920×1080/50i 4:2:2YCbCr 10bit Level B-DS 3) 3D-Dual Stream

Quad Link 3G-SDI

3840×2160/59.94p 4:2:2YCbCr 10bit Level A/Level B-DL 2) 2-SI/SQ 4)

3840×2160/50p 4:2:2YCbCr 10bit Level A/Level B-DL 2) 2-SI/SQ 4)

4096×2160/59.94p 4:2:2YCbCr 10bit Level A/Level B-DL 2) 2-SI/SQ 4)

4096×2160/50p 4:2:2YCbCr 10bit Level A/Level B-DL 2) 2-SI/SQ 4)
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インジケーター

SYSTEMインジケーター
本機のステータスを表示します。

電源投入後に点灯（緑）にならない場合は、設置業者ま
たは販売店にお問い合わせください。

ブザー
本機の起動時にファン異常を検知した場合、SYSTEMイ
ンジケーターに加えてブザー音で異常を通知します。
ブザー音が鳴った場合はファン異常の可能性があります。
設置業者または販売店にお問い合わせください。

LINKインジケーター
ネットワークの接続状態を表示します。

接続待ち状態が続く場合はネットワークの接続を確認し
てください。

システムの状態 インジケーターの動作

DC電源入力なし 消灯

起動中（映像および
ネットワーク同期中を
含む）

点滅（緑）

起動完了（映像伝送な
し）

低速点滅（緑、2秒間隔）

映像伝送中 点灯（緑）

ファン異常 高速点滅（オレンジ、0.5秒間隔）

内部温度異常 点滅（オレンジ、1秒間隔）

光モジュール受信パ
ワー低下

2回点滅（オレンジ）

ネットワーク異常 3回点滅（オレンジ）

その他の異常 4回点滅（オレンジ）

ネットワークの状態 インジケーターの動作

正常状態 点灯（緑）

接続待ち 点滅（緑）

接続不要時 消灯
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DIPスイッチ設定

ネットワーク経由によるリモート設定時は、DIPスイッチをすべてOFFに設定してください（工場出荷時状態）。

DIPスイッチ1
（●：設定あり、－：設定なし）

番号 [3] - [7] 設定

1) 3D-Dual Streamのみサポート
2) 2-Sample Interleave Division
3) Square Division
4) SQは送信側で2-SIに変換されます。

番号 設定内容 説明 送信時 受信時

[1] 動作設定 常にONに設定します。

● ●
[2] 圧縮伝送モード設定

OFF：映像を圧縮して伝送します。
ON：映像を非圧縮で伝送します。
HDの映像はこのスイッチの設定にかかわらず常に非圧縮伝送となります。

[3] - [7] 映像フォーマット設定 下記を参照してください。 ● ●

[8] ダウンコンバート出力設定
OFF：ダウンコンバート出力を無効にします。
ON：4K（4096×2160/3840×2160）映像を受信側でHD（1920×1080）にダウンコ
ンバートして出力します。

－ ●

番号
入力映像フォーマット 3G-SDIマッピング 4Kフォーマット

[3] [4] [5] [6] [7]

OFF

OFF
OFF

－

－

1920×1080/50i
－

－

ON 1920×1080/59.94i

ON

OFF
OFF 1920×1080/50p Level A/B

ON 1920×1080/50i Level B-DS 1)

ON
OFF 1920×1080/59.94p Level A/B

ON 1920×1080/59.94i Level B-DS 1)

ON

OFF

OFF

－

OFF
3840×2160/50p

Level A/B 2-SI 2)

ON Level A/B SQ 3) 4)

ON
OFF

3840×2160/59.94p
Level A/B 2-SI 2)

ON Level A/B SQ 3) 4)

ON

OFF
OFF

4096×2160/50p
Level A/B 2-SI 2)

ON Level A/B SQ 3) 4)

ON
OFF

4096×2160/59.94p
Level A/B 2-SI 2)

ON Level A/B SQ 3) 4)
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DIPスイッチ2
（●：設定あり、－：設定なし）

番号 [2] - [3] 設定

番号 [5] - [8] 設定

DIPスイッチ3
（●：設定あり、－：設定なし）

番号 設定内容 説明 送信時 受信時

[1] 動作設定
OFF：受信側として動作します。
ON：送信側として動作します。

● ●

[2] - [3] 映像伝送グループ設定および送信側IPアドレス設定 下記を参照してください。 ● ●

[4] システム 常にOFFに設定します。 － －

[5] - [8] 受信側IPアドレス設定 下記を参照してください。 － ●

番号 映像伝送グループ（送信側／受信側共
通）

送信側のIPアドレス（ネットワーク端子
MAIN）

送信側のIPアドレス（ネットワーク端子
SUB）[2] [3]

OFF
OFF グループ0 192.168.10.32 192.168.11.32

ON グループ1 192.168.10.33 192.168.11.33

ON
OFF グループ2 192.168.10.34 192.168.11.34

ON グループ3 192.168.10.35 192.168.11.35

番号
受信側のIPアドレス（ネットワーク端子MAIN） 受信側のIPアドレス（ネットワーク端子SUB）

[5] [6] [7] [8]

OFF

OFF

OFF
OFF 192.168.10.100 192.168.11.100

ON 192.168.10.101 192.168.11.101

ON
OFF 192.168.10.102 192.168.11.102

ON 192.168.10.103 192.168.11.103

ON

OFF
OFF 192.168.10.104 192.168.11.104

ON 192.168.10.105 192.168.11.105

ON
OFF 192.168.10.106 192.168.11.106

ON 192.168.10.107 192.168.11.107

ON

OFF

OFF
OFF 192.168.10.108 192.168.11.108

ON 192.168.10.109 192.168.11.109

ON
OFF 192.168.10.110 192.168.11.110

ON 192.168.10.111 192.168.11.111

ON

OFF
OFF 192.168.10.112 192.168.11.112

ON 192.168.10.113 192.168.11.113

ON
OFF 192.168.10.114 192.168.11.114

ON 192.168.10.115 192.168.11.115

番号 設定内容 説明 送信時 受信時

[1]、[3]、
[4]

システム 常にOFFに設定します。 － －

[2] フレームバッファ設定

OFF：送信側のフレームバッファを使用しません。
ON：送信側のフレームバッファ機能により、映像入力開始直後の映像の乱れを軽減
できます。ONにした場合、伝送遅延が最大40ミリ秒増加します。伝送遅延について
は、実際の医療行為でご使用になる前に、医療行為で想定される設定において事前に
確認してください。医療行為の妨げとなる場合は、本機の使用をお控えください。

● －
33



[5] 3D映像設定

OFF：3G Quad SQ入力時に、ラインバイラインフォーマットを自動的に検出し、
トップアンドボトムに変換してから伝送・出力を行います。
ON：3G Quad SQ入力時にラインバイラインの自動判別が動作しない場合に、強制的
にラインバイラインからトップアンドボトムに変換処理を行い、伝送・出力します。

● －

[6] ネットワーク二重化設定
OFF：ネットワーク二重化を無効にします。
ON：ネットワーク二重化を有効にします。

● ●

[7] - [8] システム 常にOFFに設定します。 － －

番号 設定内容 説明 送信時 受信時
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