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このガイドについて
このガイドは、 Matrox MXO2 のインストールについて解説しています。 このガイドをご覧
いただくことで、 Matrox MXO2 をご利用いただける状態にセットアップできます。 Matrox
MXO2の仕様および対応アプリケーションの詳細については、
MXO2
の仕様および対応アプリケーションの詳細については、「「Matrox MXO2 Installation
and User Guide」
Guide」 をご覧ください。

Matrox MXO2のソフトウェアについて
MXO2のソフトウェアについて
製品およびサポート品質向上のため、 Matrox では、 定期的にソフトウェアのアップデー
トを実施し、 製品の改善に努めています。 最新版のソフトウェアをご利用いただくため、
Matroxのウェブサイトをご確認ください。
Matrox
のウェブサイトをご確認ください。最新のソフトウェアおよびドキュメントは、
最新のソフトウェアおよびドキュメントは、Matrox
Matrox
のサポートページで公開しています。

（www.matrox.com/video/support
www.matrox.com/video/support））

注意 MXO2ハードウェアの接続の有無にかかわらず、
MXO2ハードウェアの接続の有無にかかわらず、ソフトウェアのインストールは可能
ソフトウェアのインストールは可能
です。インストールの詳細については、
です。
インストールの詳細については、「「Matrox MXO2 Installation and User Guide」
Guide」
をご覧ください。

Matrox MXO2 ハードウェアのインストール
PCIe ホストアダプターのインストール （デスクトップ用）
Matrox PCIeホストアダプターは、
PCIe ホストアダプターは、 デスクトップコンピューターの
デスクトップコンピューターのPCIe
PCIeスロットにインストー
スロットにインストー
ルし動作するように設計されています。 事前にコンピューターの仕様をご確認いただき、
次の手順に従ってインストールしてください。
警告 静電気による
静電気によるMatrox
Matrox PCIeホストアダプターおよびコンピューターの損傷を防ぐため、
PCIeホストアダプターおよびコンピューターの損傷を防ぐため、
作業を行う前には、 必ず、 デスクトップコンピューター本体 （シャーシ部分） の塗装
されていない金属面に定期的に触れるか、 静電気防止用リストバンドを使うなどし
て、 身体から静電気を除去してください。 また、 基板の回路面には触れないよう、
ボードの端を持って作業してください。 これらの作業を行わない場合、 コンピュー
ター及び Matrox PCIe ホストアダプターに損傷を与える可能性があります。
1
２
３

コンピューターをシャットダウンし、電源コードおよびすべてのケーブル類を抜いた状
コンピューターをシャットダウンし、電源コードおよびすべてのケーブル類を抜いた状
態でコンピューターのカバーを開きます。
Matrox PCIe ホストアダプターをコンピューターの PCIe スロットに挿入し、 しっかりと
固定します。
コンピューターのカバーを閉じ、電源コードおよびすべてのケーブルを接続し直しま
コンピューターのカバーを閉じ、
電源コードおよびすべてのケーブルを接続し直しま
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す。 また、 以下の手順に従い、 MXO2 を接続して電源を供給します。

PCIe ホスト ExpressCard/34 アダプターのインストールと取り外し （ラップトップ用）
重要 Mac OS の場合、 コンピューターが起動状態か、 シャットダウン
シャットダウンされている状態かに
されている状態かに
関わらず、 Matrox PCIe ホスト ExpressCard/34 アダプターをインストールすることが
できます。 Windows OS の場合、 コンピューターをシャットダウンしなければ、
Matrox PCIe ホスト ExpressCard/34 アダプターをインストールできません。
Matrox PCIe ホスト ExpressCard/34 アダプターは、 コンピューターの ExpressCard/34 ス
ロットに挿入して使用します。 Matrox PCIe ケーブルを PCIe ホスト EpressCard/34 アダプ
ターに接続し、 コンピューター
コンピューターの
の ExpressCard/34
ExpressCard/34スロットにカチッと音がするまで挿入してく
スロットにカチッと音がするまで挿入してく
ださい。

ExpressCard/34スロット
ExpressCard/34
スロット

PCIe
ケーブル

Matrox PCIe
ExpressCard/34
アダプター

警告 PCIeケーブル及びホストコネクタ−の
PCIeケーブル及びホストコネクタ−の
損傷を避ける為、 「B」 と刻印された
PCIeケーブルのコネクターが上に向く
PCIe
ケーブルのコネクターが上に向く
ように
よう
に PCIe ホスト Express
ExpressCard/34
Card/34 ア
ダプターに接続してください。

Matrox PCIe ホスト ExpressCard/34 アダプターを取り外すには、 Windows OS の場合、
コンピューターをシャットダウンする必要があります。 Mac OS の場合、 シャットダウンの
必要はありませんが、 ExpressCard/34 スロットをオフにする必要があります。 メニュー
バーから
バー
から ExpressCard カードのアイコン （
） をクリックして、 オフにしてから取り外し
てください。
MXO2 Rackのラックへの設置方法
Rackのラックへの設置方法
19 インチラックに MXO2 Rack を設置する場合、 製品に付属のラックマウント用ブラケット
を使用してください。 ラックマウント用ブラケットは、 MXO2 Rack のコネクタパネル面を正
面 ・ 背面のどちらの向きにも設置できます。 また、 ケーブルの取り回しを考慮してブラ
ケットをずらして固定し、 ラックに設置することも可能です。 MXO2 Rack は、 2U 分のラッ
クスペースを使用します。
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正面マウントの場合

ラックマウント用
ブラケット

MXO2 Rack

背面マウントの場合

手前にスペースを確保してマウント
する場合の場合

１

MXO2 Rack の両側にラックマウント用ブラケットをネジで固定します。 4 本のネジを
使用して片側を固定します。 （両側で 8 本使用）

警告 ブラケットを固定するネジは、 製品に添付のものを使用してください。
製品に添付のものを使用してください。添付のネジよりも
添付のネジよりも
長いものや大きいものを使用した場合、 機器
機器に損傷を与える可能性
に損傷を与える可能性があります。
があります。
２

MXO2 Rack をど
をどちらの
ちらの方向
方向に設置するか
に設置するか （コネクタ
（コネクター
ーパネル側を正面
パネル側を正面、
、 または、 背
面） によって、 ラックマウント用ブラケットの取り付け位置を変更します。
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３

ケーブルの取り回しを考慮してコネクターパネルの手前のスペースを確保する場合
は、 ラックマウント用ブラケットを前後にずらして固定します。 その場合、 必ず、 両
端のブラケット取り付け位置を合わせてください。

警告 機器の落下を防ぐため、 必ず、 付属のネジを使って片側 4 カ所 （両側で 8 カ所）
を確実に固定してください。
４
５

手回しのドライバで確実にネジを締め付けてください。 電動ドライバは、
電動ドライバは、使用しない
使用しない
でください。 また、 ネジを締め付けすぎないように注意してください。
ブラケットの取り付けが終了したら、 19 インチラックに固定してください。

MXO2の電源供給について
MXO2
の電源供給について
この章では、 MXO2 シリーズの電源供給について解説します。
警告 製品に付属している AC アダプタ及び電源コードは MXO2 シリーズ専用品です。 他
の機器では使用しないでください。 機器に損傷を与える可能性があります。
Matrox MXO2 および
およびMXO2
MXO2 LE
MXO2 および MXO2 LE については、 製品に付属の AC アダプターを使って電源を供給し
ます。 また、 外部バッテリーを接続して動作させることも可能です。
MXO2 および MXO2 LE には、 機器単体で電源のオン / オフが可能な電源ボタンが装備
されています。 電源ボタンを操作する場合は、 2 秒以上押し続けて電源のオン / オフを
行ってください。
重要 MXO2/MXO2 LE がコンピューターに接続され、 そのコンピューターが起動している
時には、本体の電源供給を止めないでください。
時には、
本体の電源供給を止めないでください。本体の電源供給を止める場合は、
本体の電源供給を止める場合は、
まず、 コンピューターをシャットダウンしてください。 外部バッテリーをご利用の場合
は、 バッテリーが十分に充電されていることを確認の上、 お使いください。
外部バッテリーの仕様とガイドライン
付属のAC
付属の
ACアダプターの他に外部バッテリーから電源供給を受けて
アダプターの他に外部バッテリーから電源供給を受けてMXO2
MXO2および
およびMXO2
MXO2 LE
を使用することができます。
機器の損傷を防ぐため、 以下の仕様およびガイドラインを厳守してください。
・ 12V
12V、
、 13.2V
13.2Vまたは、
または、 14.4V
14.4Vの過電流保護回路
の過電流保護回路 （ヒューズ） 付きバッテリーを使用してください。
・ MXO2 システムの損傷を防ぐため、 高出力タイプのバッテリーは使用しないでください。
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・ 未使用時は、 バッテリーを接続しないでください。
バッテリーを接続しないでください。未使用時にバッテリーを接続したまま
未使用時にバッテリーを接続したまま
の状態で放置するとバッテリーや MXO2 システムを損傷させる可能性があります。
・ 車両の電源ソケットからの電源供給は、 行わないでください。 MXO2 システム損傷の
原因となります。

Matrox MXO2
MXO2 （側面）

電源ボタン

OR

ACアダプター
AC
アダプター

警告 MXO2 から電源コネク
ターを外す時は、 コネ
クターのロック機構を破
損しないようにコネクター
損しな
いようにコネクター
カバーの部分を持って
カバー
の部分を持って
引き抜いて下さい。

Matrox バッテリー
パワーケーブル

電源コード

XRL ケーブル
4-Pin メス

バッテリー
（ユニバーサル
バッテリーアダプター）

コンセントへ接続
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Matrox MXO2 LE
MXO2 LE （側面）

電源ボタン

OR

XRL ケーブル
4-Pin メス

ACアダプター
AC
アダプター

電源コード
バッテリー
（ユニバーサル
バッテリーアダプター）

コンセントへ接続

警告 MXO2 システムと周辺機器への損傷を避けるため、 Matrox が推奨した外部バッテ
リーを使用してください。 MXO2 システム用の推奨外部バッテリーについては、
Matrox のウェブサイトをご覧ください。 （www.matrox.com/video/support
www.matrox.com/video/support））
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Matrox MXO2 Rack
製品に付属の電源コードをコネクタパネルの電源コネクターに接続し、電源を供給します。
製品に付属の電源コードをコネクタパネルの電源コネクターに接続し、
電源を供給します。
重要 MXO2 Rack がコンピューターに接続され、 そのコンピューターが起動している時に
は、本体の電源供給を止めないでください。
は、
本体の電源供給を止めないでください。本体の電源供給を止めるには、
本体の電源供給を止めるには、まず、
まず、
コンピューターをシャットダウンしてください。

Matrox MXO2 Rack

電源コード

コンセントへ接続
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Matrox MXO2 Mini
製品に付属のAC
製品に付属の
ACアダプターを
アダプターをMXO2
MXO2 Miniの電源コネクターに接続し、
Mini の電源コネクターに接続し、電源を供給します。
電源を供給します。
重要 MXO2 Mini がコンピューターに接続され、 そのコンピューターが起動している時に
は、本体の電源供給を止めないでください。
は、
本体の電源供給を止めないでください。本体の電源供給を止めるには、
本体の電源供給を止めるには、まず、
まず、
コンピューターをシャットダウンしてください。

Matrox MXO2 Mini

コンセントへ接続

電源コード
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PCIeケーブルの接続
PCIe
ケーブルの接続
製品に付属の PCIe ケーブル （ホストケーブル） を使って、 MXO2 シリーズとコンピュー
ターを接続 します。 PCIe ケーブル及びホストコネクターの損傷を防ぐ為、 下記の指示に
従い、 確実に接続してください。
MXO2
「B」 と刻印された PCIe ケーブルのコ
ネクターが上に向くような状態で
MXO2 の 「HOST
HOST」」 ラベルが貼られた
コネクターに接続し、 ネジで固定します。

PCIeホストExpressCard/34
PCIeホスト
ExpressCard/34アダプター
アダプター
「B」 と刻印された PCIe ケーブルのコ
ネクターが上に向くような状態でPCIe
ネクターが上に向くような状態で
PCIe
ホストExpress
ホスト
ExpressCard/34
Card/34アダプターのコ
アダプターのコ
ネクターに接続し、ネジで固定します。
ネクターに接続し、
ネジで固定します。

MXO2 Thunderbolt アダプター
（Mac OS のみ）
「B」 と刻印された PCIe ケーブルのコ
ネクターが上に向くような状態で
Thunderbolt アダプターの 「HOST
HOST」」
ラベルが貼られたコネクターに接続
し、 ネジで固定します。

PCIe ホストアダプター
「B」 と刻印された PCIe ケーブルのコ
ネクターが上に向くような状態でPCIe
ネクターが上に向くような状態で
PCIe
ホストアダプターの 「XI LINK」
LINK」 と刻印
されたコネクターに接続し、 ネジで固
定します。
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MXO2とコンピューターの接続
MXO2
とコンピューターの接続
この章では、 MXO2 とコンピューター
コンピューター、
、 PCIe ケーブル、 各ホス
各ホスト
トアダプターの接続について
解説します。
Thunderbolt アダプターを使用した場合 （Mac OS のみ）
コンピューターのThunderbolt
コンピューターの
Thunderboltポートと
ポートとThunderbolt
Thunderboltアダプターを
アダプターをThunderbolt
Thunderboltケーブルで接
ケーブルで接
続します。MXO2
続します。
MXO2がシステム及びアプリケーションに認識されるまでに
がシステム及びアプリケーションに認識されるまでに10
10秒程度かかります。
秒程度かかります。
重要 Thunderbolt アダプターとコンピューターの Thunderbolt ポートを Thunderbolt ケーブ
ルで接続する前に、 PCIe ケーブル、 Thunderbolt アダプター、 MXO2 が確実に接
続されていることを確認してください。コンピューターが動作している状態で
続されていることを確認してください。
コンピューターが動作している状態でMXO2
MXO2を
を
接続または接続解除する場合、 Thunderbolt ケーブルの抜き差しが必要となります。
コンピューターが動作している状態で PCIe ケーブル、 アダプター、 MXO2 の接続を
解除しないでください。

MXO2 （側面）

警告 PCIeケーブル及びホストコネクター
PCIeケーブル及びホストコネクター
の損傷を防ぐ
の損傷を
防ぐ為、
為、 PCIe ケーブル
の接続を参考に
の接続
を参考に PCIe ケーブルを
接続してください。

PCIe
ケーブル

Apple Thunderboltケーブル
Thunderboltケーブル
Matrox MXO2
Thunderboltアダプター
Thunderbolt
アダプター

（別売 ： Apple Thunderbolt
ケーブルは、 Matrox MXO2シ
MXO2 シ
リーズのパッケージには 同梱
していません。 別途、 ご用意
ください）

コンピューターの Thunderbolt ポートへ
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PCIeホストアダプターを使用した場合
PCIeホストアダプターを使用した場合
コンピューターがシャットダウンされた状態で接続します。 MXO2 の電源を供給してくださ
い。 接続後、 コンピューターを起動します。
重要 コンピューターが起動している状態で PCIe ケーブル、 ホストアダプター、 MXO2 の
接続を解除しないでください。 PCIe ホスト ExpressCard/34 アダプターを安全に取り
外すには、 PCIe ホスト ExpressCard/34
ExpressCard/34アダプターのインストールと取り外し
アダプターのインストールと取り外し （ラッ
プトップ用） の項目をご確認ください。

MXO2 （側面）

警告 PCIeケーブル及びホストコネクター
PCIeケーブル及びホストコネクター
の損傷を防ぐ為、 PCIe ケーブル
の接続を参考に
の接続
を参考に PCIe ケーブルを
接続してください。

PCIe
ケーブル
PCIeホストアダプター
PCIe
ホストアダプター

PCIe ホスト
ホストExpressCard/34
ExpressCard/34アダプター
アダプター

OR

コンピューターのExpressCard/34
コンピューターの
ExpressCard/34スロットへ
スロットへ
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MXO2 LEとコンピューターの接続
LE とコンピューターの接続
この章では、 MXO2 LE とコンピューター、 PCIe ケーブル、 各ホストアダプターの接続に
ついて解説します。
Thunderbolt アダプターを使用した場合 （Mac OS のみ）
コンピューターのThunderbolt
コンピューターの
Thunderboltポートと
ポートとThunderbolt
Thunderboltアダプターを
アダプターをThunderbolt
Thunderboltケーブルで接
ケーブルで接
続します。MXO2
続します。
MXO2 LE
LEがシステム及びアプリケーションに認識されるまでに
がシステム及びアプリケーションに認識されるまでに10
10秒程度かかります。
秒程度かかります。
重要 Thunderbolt アダプターとコンピューターの Thunderbolt ポートを Thunderbolt ケーブ
ルで接続する前に、 PCIe ケーブル、 Thunderbolt アダプター、 MXO2 LE が確実に
接続されていることを確認してください。コンピューターが動作している状態で
接続されていることを確認してください。
コンピューターが動作している状態でMXO2
MXO2 LE
を接続または接続解除する場合、Thunderbolt
を接続または接続解除する場合、
Thunderboltケーブルの抜き差しが必要となります。
ケーブルの抜き差しが必要となります。
コンピューターが動作している状態で PCIe ケーブル、 アダプター、 MXO2 LE の接
続を解除しないでください。

MXO2 LE （側面）

警告 PCIeケーブル及びホストコネクター
PCIeケーブル及びホストコネクター
の損傷を防ぐ為、 PCIe ケーブル
の接続を参考に
の接続
を参考に PCIe ケーブルを
接続してください。

PCIe
ケーブル

Apple Thunderboltケーブル
Thunderboltケーブル
Matrox MXO2
Thunderboltアダプター
Thunderbolt
アダプター

（別売 ： Apple Thunderbolt
ケーブルは、 Matrox MXO2シ
MXO2 シ
リーズのパッケージには 同梱
していません。 別途、 ご用意
ください）

コンピューターの
Thunderbolt ポートへ
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PCIeホストアダプターを使用した場合
PCIeホストアダプターを使用した場合
コンピューターがシャットダウンされた状態で接続します。MXO2
コンピューターがシャットダウンされた状態で接続します。
MXO2 LEの電源を供給してくだ
LEの電源を供給してくだ
さい。 接続後、 コンピューターを起動します。
重要 コンピューターが起動している状態で PCIe ケーブル、 ホストアダプター、 MXO2 LE
の接続を解除しないでください。 PCIe
PCIeホスト
ホストExpressCard/34
ExpressCard/34アダプターを安全に取
アダプターを安全に取
り外すには、 PCIe ホスト ExpressCard/34 アダプターのインストールと取り外し
（ラップトップ用） の項目をご確認ください。

MXO2 LE （側面）

警告 PCIeケーブル及びホストコネクター
PCIeケーブル及びホストコネクター
の損傷を防ぐ為、 PCIe ケーブル
の接続を参考に
の接続
を参考に PCIe ケーブルを
接続してください。

PCIe
ケーブル
PCIeホストアダプター
PCIe
ホストアダプター

PCIe ホスト
ホストExpressCard/34
ExpressCard/34アダプター
アダプター

OR

コンピューターのExpressCard/34
コンピューターの
ExpressCard/34スロットへ
スロットへ
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MXO2 Rackとコンピューターの接続
Rackとコンピューターの接続
この章では、 MXO2 Rack とコンピューター、 PCIe ケーブル、 各ホストアダプターの接続
について解説します。
Thunderbolt アダプターを使用した場合 （Mac OS のみ）
コンピューターのThunderbolt
コンピューターの
Thunderboltポートと
ポートとThunderbolt
Thunderboltアダプターを
アダプターをThunderbolt
Thunderboltケーブルで接
ケーブルで接
続します。 MXO2 Rack がシステム及びアプリケーションに認識されるまでに 10 秒程度か
かります。
重要 Thunderbolt アダプターとコンピューターの Thunderbolt ポートを Thunderbolt ケーブ
ルで接続する前に、 PCIe ケーブル、 Thunderbolt アダプター、 MXO2 Rack が確実
に接続されていることを確認してください。 コンピューターが動作している状態で
MXO2 Rack を接続または接続解除する場合、 Thunderbolt ケーブルの抜き差しが必
要となります。 コンピューターが動作している状態で PCIe ケーブル、 アダプター、
MXO2 Rack の接続を解除しないでください。

警告 PCIeケーブル及びホストコネクター
PCIeケーブル及びホストコネクター
の損傷を防ぐ為、 PCIe ケーブル
の接続を参考に
の接続
を参考に PCIe ケーブルを
接続してください。

PCIe
ケーブル

Apple Thunderboltケーブル
Thunderboltケーブル
Matrox MXO2

（別売 ： Apple Thunderbolt
ケーブルは、 Matrox MXO2シ
MXO2 シ

Thunderboltアダプター
Thunderbolt
アダプター

リーズのパッケージには 同梱
していません。 別途、 ご用意
ください）

コンピューターの Thunderbolt ポートへ
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PCIeホストアダプターを使用した場合
PCIeホストアダプターを使用した場合
コンピューターがシャットダウンされた状態で接続します。 MXO2 Rack の電源を供給して
ください。 接続後、 コンピューターを起動します。

重要 コンピューターが起動している状態でPCIe
コンピューターが起動している状態でPCIeケーブル、
ケーブル、ホストアダプター、
ホストアダプター、MXO2
MXO2 Rack
の接続を解除しないでください。 PCIe
PCIeホスト
ホストExpressCard/34
ExpressCard/34アダプターを安全に取
アダプターを安全に取
り外すには、 PCIe ホスト ExpressCard/34 アダプターのインストールと取り外し
（ラップトップ用） の項目をご確認ください。

警告 PCIeケーブル及びホストコネクター
PCIeケーブル及びホストコネクター
の損傷を防ぐ為、 PCIe ケーブル
の接続を参考に
の接続
を参考に PCIe ケーブルを
接続してください。

PCIe
ケーブル
PCIeホストアダプター
PCIe
ホストアダプター

PCIe ホスト
ホストExpressCard/34
ExpressCard/34アダプター
アダプター

OR
コンピューターのExpressCard/34
コンピューターの
ExpressCard/34スロットへ
スロットへ
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MXO2 Miniとコンピューターの接続
Miniとコンピューターの接続
この章では、 MXO2 Mini とコンピューター、 PCIe ケーブル、 各ホストアダプターの接続
について解説します。
Thunderbolt アダプターを使用した場合 （Mac OS のみ）
コンピューターのThunderbolt
コンピューターの
Thunderboltポートと
ポートとThunderbolt
Thunderboltアダプターを
アダプターをThunderbolt
Thunderboltケーブルで接
ケーブルで接
続します。 MXO2 Mini がシステム及びアプリケーションに認識されるまでに 10 秒程度か
かります。
重要 Thunderbolt アダプターとコンピューターの Thunderbolt ポートを Thunderbolt ケーブ
ルで接続する前に、 PCIe ケーブル、 Thunderbolt アダプター、 MXO2 Mini が確実
に接続されていることを確認してください。 コンピューターが動作している状態で
MXO2 Mini を接続または接続解除する場合、 Thunderbolt ケーブルの抜き差しが必
要となります。 コンピューターが動作している状態で PCIe ケーブル、 アダプター、
MXO2 Mini の接続を解除しないでください。

MXO2 Mini

警告 PCIeケーブル及びホストコネクター
PCIeケーブル及びホストコネクター
の損傷を防ぐ為、 PCIe ケーブル
の接続を参考に
の接続
を参考に PCIe ケーブルを
接続してください。

Apple Thunderboltケーブル
Thunderboltケーブル
PCIe
ケーブル

（別売 ： Apple Thunderbolt
Matrox MXO2

ケーブルは、 Matrox MXO2シ
MXO2 シ

Thunderboltアダプター
Thunderbolt
アダプター

リーズのパッケージには 同梱
していません。 別途、 ご用意
ください）

コンピューターの Thunderbolt ポートへ
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PCIeホストアダプターを使用した場合
PCIeホストアダプターを使用した場合
コンピューターがシャットダウンされた状態で接続します。 MXO2 Miniの電源を供給してく
Mini の電源を供給してく
ださい。 接続後、 コンピューターを起動します。
重要 コンピューターが起動している状態でPCIe
コンピューターが起動している状態で PCIeケーブル、
ケーブル、ホストアダプター、
ホストアダプター、MXO2
MXO2 Mini
の接続を解除しないでください。 PCIe
PCIeホスト
ホストExpressCard/34
ExpressCard/34アダプターを安全に取
アダプターを安全に取
り外すには、PCIe
り外すには、
PCIeホスト
ホストExpressCard/34
ExpressCard/34アダプターのインストールと取り外し
アダプターのインストールと取り外し（ラッ
（ラッ
プトップ用） の項目をご確認ください。

MXO2 Mini

警告 PCIeケーブル及びホストコネクター
PCIeケーブル及びホストコネクター
の損傷を防ぐ為、 PCIe ケーブル
の接続を参考に
の接続
を参考に PCIe ケーブルを
接続してください。

PCIe
ケーブル

PCIeホストアダプター
PCIe
ホストアダプター
PCIe ホスト
ホストExpressCard/34
ExpressCard/34アダプター
アダプター

OR

コンピューターのExpressCard/34
コンピューターの
ExpressCard/34スロットへ
スロットへ
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一般的なデジタルビデオ機器と MXO2 の接続例
下記の図は、 ソースとなる送り出しのビデオデッキからの信号を
ソースとなる送り出しのビデオデッキからの信号をMXO2
MXO2 に入力し、 MXO2
の出力信号を録画用のビデオデッキに接続する場合の接続例です。 接続例では、 送り
出しのデッキと録画用のデッキが別々になっていますが、11台のデッキの入力と出力を接
出しのデッキと録画用のデッキが別々になっていますが、
続して、 1 台で完結させることも可能です。 ビデオ ・ オーディオは、 SDI で入出力し、 出
力側の RCA コネクターにモニター用のサラウンドスピーカーを接続しています。 また、 ビ
デオは、 三値のシンク信号で同期されています。

送り出し （デッキ１）
シンク ジェネレーター （三値）

MXO2入力側
MXO2
入力側

MXO2出力側
MXO2
出力側

プレビュー用モニター

録画用 （デッキ２）

サラウンド スピーカー
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一般的なデジタルビデオ機器と MXO2 LEの接続例
LE の接続例
下記の図は、 ソースとなる送り出しのビデオデッキからの信号を MXO2 LE に入力し、
MXO2 LEの出力信号を録画用のビデオデッキに接続する場合の接続例です。
LE の出力信号を録画用のビデオデッキに接続する場合の接続例です。 接続例で
は、 送り出しのデッキと録画用のデッキが別々になっていますが、 1 台のデッキの入力と
出力を接続して、 1 台で完結させることも可能です。 ビデオ ・ オーディオは、 SDI で入出
力し、 HDMI 出力にモニター用のサラウンドスピーカーを接続しています。 また、 ビデオ
は、 三値のシンク信号で同期されています。
送り出し （デッキ１）
シンク ジェネレーター （三値）

MXO2 LE入力側
LE 入力側

MXO2 LE出力側
LE 出力側

プレビュー用モニター

録画用 （デッキ２）

サラウンド スピーカー
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一般的なデジタルビデオ機器とMXO2
一般的なデジタルビデオ機器と
MXO2 Rackの接続例
Rack の接続例
下記の図は、 ソースとなる送り出しのビデオデッキからの信号を MXO2 Rack に入力し、
MXO2 Rackの出力信号を録画用のビデオデッキに接続する場合の接続例です。
Rack の出力信号を録画用のビデオデッキに接続する場合の接続例です。接続例
接続例
では、 送り出しのデッキと録画用のデッキが別々になっていますが、 1 台のデッキの入力
と出力を接続して、 1 台で完結させることも可能です。 ビデオ ・ オーディオは、 SDI で入
出力し、出力側の
出力し、
出力側のXLR
XLRコネクターにモニター用のサラウンドスピーカーを接続しています。
コネクターにモニター用のサラウンドスピーカーを接続しています。
また、 ビデオは、 三値のシンク信号で同期されています。
プレビュー用モニター

サラウンド スピーカー

録画用 （デッキ２）

MXO2 Rack出力側
Rack出力側
同期信号を使用する他の機器へ

MXO2 Rack入力側
Rack入力側

使用しない場合は、75
使用しない場合は、
75Ωの終端抵抗で閉じること
Ωの終端抵抗で閉じること

シンク ジェネレーター （三値）

送り出し （デッキ１）
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一般的なデジタルビデオ機器とMXO2
一般的なデジタルビデオ機器と
MXO2 Miniの接続例
Mini の接続例
下記の図は、 ソースとなる送り出しのビデオデッキからの信号を MXO2 Mini に入力し、
MXO2 Mini の出力信号を録画用のビデオデッキに接続する場合の接続例です。 ビデオ
は、 HDMI
HDMI、
、 オーディオは、 RCA コネクターから入出力しています。 更に S-Video 出力
でモニターを接続しています。 また、 ビデオは、 MXO2 Mini の内部同期機能により入力
信号によって同期しています。
注意 HDMI接続の場合、
HDMI 接続の場合、 エンベデットされた非圧縮 HDMI
HDMIオーディオを同時に利用するこ
オーディオを同時に利用するこ
とも可能です。

送り出し （デッキ１）

MXO2 Mini

プレビュー用モニター

録画用 （デッキ２）
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ユーザー登録とサポート情報
Matrox のウェブサイト （www.matrox.com/video/support
www.matrox.com/video/support）） にて、 ユーザー登録及びサ
ポート情報を公開しています。
重要 最新のMatrox
最新の Matrox MXO2ユーティリティーのダウンロード及びユーザーフォーラムの閲覧
MXO2 ユーティリティーのダウンロード及びユーザーフォーラムの閲覧
には、 ユーザー登録が必要です。 上記のサイトでのユーザー登録
上記のサイトでのユーザー登録してください
してください。
。
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