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ある場所で再生・撮影している
動画・静止画を、 
リアルタイムに複数の     
遠隔地へ安価で簡単に    
配信できます。 

提供価値：VS-2001 で何ができるのか 2 

提供価値：VS-2001 で何ができるのか 
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VS-2001 の主要な導入場所 

VS-2001 の主要な導入場所 

駅・空港 

放送・映像配信 

医療施設 ショッピングモール 多店舗型ストア 

イベント会場 

学校 

工場・インフラ 官公庁・役所 オフィス 



VS-2001 のご利用例 
デジタルサイネージ 防犯・監視 運用監視 

VS-2001 のご利用例 

・ お客様向け広告 
・ 道案内・名所説明 
・ 時刻表・順番待ち 
・ 従業員向け啓蒙・連絡 

・ 入退場ゲート 
・ 空港・駅・バス停 
・ 店舗内・出入口 
・ スタジアム・イベント会場  

・ 産業用機器 
・ 作業員連絡 
・ 手術室内 
・ 車両動態管理  



VS-2001の特徴 5 

VS-2001 の特徴 
HDMI 入力の 4K 映像を距離の制限無く延長・分配 
（LAN ケーブル、IP プロトコルを使用） 1. 
H.264 エンコード処理により、映像品質を保持しつつ  
低帯域で利用可能（使用帯域：2～30Mbps） 
インターネット越えも無線接続も可能 

2. 

マルチキャストモードでは受信端末数の制限なく大規模な 
ネットワークにも適用可能 3. 

最大 16 x 16 のビデオウォールに対応 4. 



ご利用例：同一拠点内デジタルサイネージ 6 

ご利用例：同一拠点内デジタルサイネージ 
エンコーダ 

4F デコーダ 

3F 

デコーダ 

1F 

デコーダ 

2F 

本構成の特徴 
 ・ サイネージ機器・デコーダの設置台数の 
    制限なし（マルチキャスト通信） 
 

 ・ 低帯域 かつレート制限も可能なため、 
    既設のネットワークへの相乗りが容易 

5F 

コンテンツ再生端末 

HDMI ケーブル LAN ケーブル 

ギガビット PoE スイッチ デコーダ 



ご利用例：複数拠点向けデジタルサイネージ 7 

ご利用例：複数拠点向けデジタルサイネージ 

エンコーダ 

HDMI ケーブル LAN ケーブル 

コンテンツサーバ 

本構成の特徴 
 ・ 低帯域かつレート制限も可能なため、インターネット  
    経由での本社からの配信が可能 
 

 ・ マルチキャスト通信の使用が制限されていても 
    ユニキャスト通信での複数配信が可能 
   ※ 帯域消費量には注意が必要 

本社 

インター 
ネット 

VPN ルータ デコーダ 

新宿店 

渋谷店 

池袋店 WAN 回線 

デコーダ 

デコーダ 



デコーダ 

デコーダ 

ご利用例：複数拠点向け情報共有 8 

エンコーダ コンテンツサーバ 

本社 

インター 
ネット 

VPN ルータ デコーダ 

支店 A 

支店 B 

工場 

ご利用例：複数拠点向け情報共有 

デコーダ 

本構成の特徴 
 本社内と遠隔への拠点へ 
 の配信を1台のエンコーダ 
 で可能 

HDMI ケーブル LAN ケーブル WAN 回線 

デコーダ 

デコーダ 



工場 A 

工場 B 
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ご利用例：運用監視（産業用機器） 

本構成の特徴 
 ・ 現場での機器の操作を遠隔地のモニタから確認可能 
 ・ HDMI  切替器との併用で1台のモニタに集約 
 

ご利用例：運用監視（産業用機器） 

本社・管理室 デコーダ 

デコーダ 

デコーダ エンコーダ 

インター 
ネット 

VPN ルータ 

エンコーダ 

HDMI ケーブル LAN ケーブル WAN 回線 

管理者 

作業者 

機
械 
3 

機械 3 

機械 2 

機械 1 HDMI 切替器 

エンコーダ 



デコーダ 

デコーダ 

デコーダ 

10 ご利用例：ビデオウォール（拡大表示） 

HDMI ケーブル LAN ケーブル 

エンコーダ 

本構成の特徴 
 ・ １箇所からの映像ソースを4台のモニタに拡大して表示 
   最大256台（16 x 16）のモニタでのビデオウォールに対応 
 ・ PoE スイッチとの組み合わせで、TX と RX 用の電源確保の必要なし 

PoE スイッチ 

デコーダ 

ご利用例：ビデオウォール（拡大表示） 
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製品仕様：VS-2001-ENC 
H.264 エンコーダ： フルHD 映像とオーディオの配信（延長・分配） 
入力端子 
HDMI 1.4 (メス) 1ポート  
 
出力端子 
RJ-45  1ポート  
10/100/1000 BASE-T  PoE 対応 
 
映像仕様 
解像度 ： 最大 3840 x 2160 30Hz 
         1920 x 1200 60Hz 
ビデオ形式 ： H.264/MPEG-4 AVC 
 
音声仕様 
LPCM (1.6Mbps) , AAC (240Kbps) 

設定方法 
WEB GUI または Telnet 
 
その他仕様 
AC電源 ： DC12V（最大 7.6 W） 
PoE  ： 802.3af 対応（最少 10.0W） 
動作温度 ： 0°C ～ 45°C 
サイズ・重量 ： W22 x D13 x H2.5 cm   0.8kg 
製品保証 ： 3年間 

製品仕様：VS-2001-ENC 
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製品仕様：VS-2001-DEC 

製品仕様：VS-2001-DEC 

H.264 デコーダ： VS-2001 エンコーダの専用デコーダ 
設定方法 
WEB GUI または Telnet 
 
その他仕様 
AC電源 ： DC12V（最大 5.6W） 
PoE  ： 802.3af 対応（最少 10.0W） 
動作温度 ： 0°C ～ 45°C 
サイズ・重量 ： W22 x D13 x H2.5 cm   0.8kg 
製品保証 ： 3年間 

入力端子 
RJ-45  1ポート  
10/100/1000 BASE-T  PoE 対応 
 
出力端子 
HDMI 1.4 (メス) 1ポート 
 
映像仕様 
解像度 ： 最大 3840 x 2160 30Hz 
         1920 x 1200 60Hz 
ビデオ形式 ： H.264/MPEG-4 AVC 
 
音声仕様 
LPCM (1.6Mbps) , AAC (240Kbps) 



ブラックボックス・ジャパンの強み 

13 ブラックボックス・ジャパンの強み 

機器選定からネットワークの
設計・導入、保守までの 
最適なソリューションを提案
します。  
Black Box のグローバル 
ネットワークを活かし、海外
案件も対応しています。 

トータル 
マネージメント 

お客様ごとの利用環境に
適した、購入前の製品 
選定から、購入後の技術
サポートまでを一括にて 
提供しています。 

製品サポート 

Black Box 製品には基本、
標準保証を付加しています。 
代替品の先出しセンドバック
やオンサイト保守も提供して
います（有償）。 
 

製品保証 

1976年より培ってきた、 
優れたテクノロジ 
ソリューションで、世界 
150か国、17万5,000社を
超える顧客の IT インフラ 
ストラクチャの構築、運用を
支援しています。 
 

実績 

ハイパフォーマンス 4K 
over IP KVM 、  
AV・メディア配信機器、 
ネットワーク機器から    
ケーブルまで、さまざまな 
製品を取り揃えています。 
 

幅広く網羅した 
製品群 

※ 日本法人正式名称は、ブラックボックス・ネットワークサービス株式会社 です。 



お問い合わせはこちらへ 
 

ブラックボックス・ネットワークサービス株式会社 
営業部 

 
SALES.JP@BLACKBOX.COM 

mailto:INFO.jp@blackbox.com
mailto:INFO.jp@blackbox.com
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