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1 安全にご使用いただくために

1.1 安全に関する表示

1.2 安全に関するご注意
以下の安全のための注意事項をすべてお読みになり、これらの注意
事項に従って製品を安全にお使いください。また、この冊子は今後
も参照できるように確実に保管してください。 本機を使用する前
に、本機に貼付されている警告や操作マニュアルに明記されている
警告をすべて確認してください。
1. 清掃－清掃する際は、本機の電源を切ってください。 本機に付

属のマニュアルの手順に従ってください。 通常は、乾いた布で
拭くだけで十分ですが、湿らせた毛羽立たない布やセーム皮を
使ってクリーニングすることもできます。 液体クリーナーやク
リーニングスプレーは使用しないでください。

2. 熱源－ラジエーターやヒーター、ストーブなどの熱を発する機
器 （アンプを含む）の近くに本機を設置しないでください

3. 換気－本機には、過熱を防いで動作を安定させるための、換気
用の開口部が設けられています。 開口部を塞いだり、覆ったり
しないでください。 本機は、換気が十分でない密閉された場所

危険
危険：この記号は 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」を示し
ています。

警告
警告：この記号は 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示して
います。

注意
注意：この記号は 「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれ
がある内容」を示しています。
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や、メーカーの指示を満たしていない場所には設置しないでく
ださい。

4. 水気－浴槽や洗面台、流し台、洗濯機の周辺などの湿気の多い
場所、または高湿度で結露の多い地下室やプール、屋外など、
水や雨のかかる場所に本機を設置しないでください。 火災や感
電の危険を避けるために、本機を雨や湿気にさらさないでくだ
さい。

5. 異物や液体の侵入－本機の開口部にいかなる異物も挿入しない
でください。危険な高電圧部分に触れたり、内部の部品がショ
ートして、発火や感電を引き起こす危険があります。 本機の上
に液体をこぼさないでください。 花瓶やカップなど、液体が入
ったものを本機の上に置かないでください。

6. 雷－雷雨時に本機を保護したり、本機を使用しないまま長時間
保管したりする場合は、本機を電源コンセントから外してケー
ブル類を抜いてください。 こうすることで、雷や電源サージか
ら本機を保護することができます。

7. 制御調整－操作マニュアルに記載されている制御と調整のみを
行ってください。 誤ってその他の制御や調整を行うと、本機が
故障する場合があります。 マニュアルに明記されていない制御
や調整を行ったり、指定されていない手順を実行すると、危険
な電磁波が放出される可能性があります。

8. 過電流－コンセントや延長コードの定格電流を超えないように
注意してください。 指定された定格を超えると、火災や感電が
発生する危険があります。

9. 電源コードやプラグの保護－プラグや電源コードを足で引っ掛
けたり、上に物を置いたり、電源コンセントや本体コード接続
部に物を押し付けたりしないでください。 本機を AC 230V、
50Hz の環境で使用する場合には、IEC Publication 227 または
IEC Publication 245 の 新版に準拠する入出力電源コードを使
用する必要があります。

10. 電源の遮断－電源コードを電源コンセントに接続している間
は、常に電力が供給されます。 電源コードのプラグは、すべて
の装置への電圧を遮断する主電源遮断デバイスです。
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11. 電源－ラベルに記載されている種類の電源以外、使用しないで
ください。 操作を続ける前に、本機に取り付けられているケー
ブルから電源を遮断してください。
- バッテリーで動作する装置の場合は、操作マニュアルを

参照してください。
- 外部電源で動作する装置の場合は . 推奨または認可された

電源以外、使用しないでください。
- 制限電源装置の場合、電源が EN60950 に準拠する必要が

あります。 それ以外の電源を使用すると、本機の損傷ま
たは火災や感電を引き起こす危険があります。

- AC 24V のモニターでは、電源入力に印加される電圧が
±10% または AC 28V を超えないようにしてください。 ユ
ーザーによる配線は、地域の法規 （Class 2 電源レベル）
に従う必要があります。 接点または装置の電源の接点で
電源をアースに接続しないでください。

- 使用する電源の種類が不明な場合は、販売店または地元
の電力会社にお問い合わせください。

12. 修理－有資格者以外は、本機の修理を行わないでください。 カ
バーを開いたり取り外したりすると、危険な高電圧やその他の
危険にさらされる恐れがあります。 修理が必要な場合は、有資
格のサービス担当者に依頼してください。

13. 修理が必要な損傷－次のような損傷が発生した場合は、AC 主
電源との接続を遮断した上で、有資格のサービス担当者にお問
い合わせください。
- 電源コードまたはプラグが損傷している。
- 本機が湿気や水、または悪天候にさらされた （雨、雪な

ど）。
- 液体が本機にかかった、または本機の内部に侵入した。
- 異物が本機の内部に入り込んだ。
- 本機を落としたか、本機のキャビネットが損傷した。
- 本機の性能がはっきりと変化した。
- 操作マニュアルに従って正しく使用しても本機が正常に

動作しない。
14. 交換部品－弊社指定品、または元の部品と同じ特性を持つ部品

を使用してください。 部品を許可なく交換すると、火災や感
電、その他の危険な状況が発生する可
能性があります。
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15. 安全チェック－修理や点検が完了したら、安全チェックを実施
して正常に動作することを確認してください。

16. 設置－本機の設置は、弊社の規定や設置する地域の法規に従っ
て行ってください。

17. 付属品の取り付け、本機の変更や改造－付属品やアクセサリは
弊社指定品を使用してください。 Bosch からの明示的な許可を
得ずに本機を変更または改造した場合、保証が無効になる場合
があります。また、承諾契約を交わしている場合は、本機を操
作する権限が無効になる可能性があります。

1.3 重要な通知

全極型電源スイッチ－各極に 低 3mm の接点間隔を設けた、全極
型電源スイッチを建物の電気設備に組み込んでください。修理など
のために筐体を開ける必要がある場合は、この全極スイッチを使用
して、モニターへの電力供給を切断してください。
バッテリーの交換－本機には、リチウムイオンバッテリーが 1 つ内
蔵されています。 破裂を防ぐため、バッテリー交換は指示に従って
行ってください。 交換用バッテリーは、同じバッテリーか、メーカ
ーが推奨する同等のバッテリーのみを使用してください。 交換した
バッテリーは環境を配慮した方法で廃棄し、他の固形ゴミと一緒に
廃棄しないでください。 修理が必要な場合は、有資格のサービス担
当者に依頼してください。
カメラのアース－カメラを湿気のある場所に取り付ける場合は、必
ず電源コネクターのアース接続を使用してシステムをアースに接続
してください （「Connecting external power supply」を参照してく
ださい）。

付属品－本機を不安定なスタンドや三脚、ブラケット、取り付け器
具の上に設置しないでください。 本機が落下して、深刻な怪我を負
ったり、本機が完全に破損する可能性があります。 メーカーが指定
するカート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルのみを使用し
てください。 カートを使用する場合は、カート／器材を慎重に移動
するようにし、転倒などによって怪我をしないように注意してくだ
さい。 急に止めたり、力をかけすぎたり、平らでない面に置くと、
カートやモニターが横転する危険があります。 本機はメーカーの指
示に従って設置してください。



高性能 LCD モニター 安全にご使用いただくために | ja 9

Bosch Security Systems, Inc. 設置マニュアル F.01U.076.723 | 3.0 | 2009.03

カメラレンズ－屋外ハウジングに取り付けるカメラレンズは、UL/
IEC60950 に準拠し、その規定に従ってテストされている必要があ
ります。 カメラからの出力線または信号線は、SELV または有限電
源であることが必要です。 安全上の理由から、カメラレンズアセン
ブリの環境仕様は、-10 ℃ （14°F）～ 50 ℃ （122°F）の範囲内で
あることが必要です。
カメラ信号－カメラ信号が 140 フィートを超える場合は、NEC800
（CEC Section 60）に従い、ケーブルを一次保護装置で保護してく
ださい。

同軸アース：
- 外部のケーブルシステムを本機に接続する際は、ケーブルをア

ースに接続してください。
- 本機のアースプラグをアースをとった電源に接続するか、アー

ス端子を正しくアース元に接続してから、屋外の機器を本機の
入力に接続してください。

- アースプラグまたはアース端子を取り外す前に、本機の入力コ
ネクターを屋外の機器から取り外してください。

- 本機に接続されている屋外の機器のアース接続などに関する安
全のための注意事項に従ってください。

 

注意
クラス 1 レーザー製品
開放時に目に見えないレーザーが放射されます。 光線をまともに受
けないように注意してください。

廃棄－ Bosch 製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の
材質やコンポーネントを使用して開発、製造されています。 この記
号は、使用済みの電子部品や機器を家庭用のごみと分別して、回収
および廃棄しなければならないことを示しています。 通常、電子部
品や機器は、国や地方自治体によって分別回収や廃棄方法が異なり
ます。 
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電子監視－本機は公共の場所での使用のみを目的としています。  
環境に対する取り組み－ Bosch は環境保護に全力で取り組んでいま
す。 本機は環境をできるだけ配慮した上で設計されています。
静電気の影響を受けやすいデバイス－適切な CMOS/MOS-FET 取扱
手順に従って、静電気放電を防いでください。
注意：静電気の影響を受けやすいプリント回路板を取り扱う際は、
規定の静電気除去リストストラップを着用し、適切な ESD 安全事
項に従ってください。
ヒューズ定格－機器を保護するため、分岐回路保護は 16A の 大ヒ
ューズ定格で安全を確保する必要があります。 NEC800 （CEC セク
ション 60）に従ってください。
アースプラグおよび分極プラグ－本機には、交流線の分極プラグ
（一方のブレードの幅が他方よりも広い）が付属している場合があ
ります。 この安全機能により、電源コンセントへのプラグの接続方
向が 1 方向に制限されます。 プラグをコンセントに完全に差し込め
ない場合は、 寄りの正規の電気店に依頼して旧式のコンセントを
交換してください。 分極プラグの安全機能を無効にしないでくださ
い。
地域によっては、3 極アースプラグ （アース接続用の 3 本目のピン
が設置されているプラグ）を搭載している場合もあります。 このプ
ラグは、アース端子付きの電源コンセントにしか差し込めないため
安全です。 プラグをコンセントに差し込めない場合は、 寄りの正
規の電気店に依頼して旧式のコンセントを交換してください。 アー
スプラグの安全機能を無効にしないでください。
移動－本機を移動する前に、電源を遮断してください。 本機は慎重
に移動してください。 力を入れすぎたり、衝撃を与えると、本機が
損傷する可能性があります。
屋外の映像信号－屋外の映像用に設置する場合、特に電源や避雷針
との間隔、および過度電流からの保護については、NEC725 および
NEC800 （CEC 規則 16-224 および CEC セクション 60）に従って
ください。
常時接続機器－本機の外部に、簡単にアクセスできる遮断装置を用
意します。
プラグ着脱可能な機器－本機の近くにコンセントを設置し、簡単に
アクセスできるようにしてください。
PoE －電源が既に電源コネクターから供給されている場合は、イー
サネット接続経由の電源 （PoE）を供給しないでください。
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電源の再供給－指定された動作温度を超過して本機の電源が強制的
に遮断された場合は、電源コードを取り外し、30 秒以上待機してか
ら、電源コードを再び接続してください。
カメラは、送電線や電源回路、電灯の近くに設置したり、それらと
接触する可能性のある場所に設置しないでください。
ラックへの取り付け：
- 動作温度の上昇－扉付きのラックやマルチユニットラックアセ

ンブリに設置する場合は、ラック環境の動作温度が室内の温度
を超える場合があります。 このため、メーカーが指定する 高
周囲温度 （Tma）に適合した環境になるように本機を設置す
る必要があります。

- エアフローの減少－本機をラックに取り付ける際は、本機の安
全な動作に必要なエアフロー量が減少しないように配慮する必
要があります。

- 機械的負荷－機器をラックに取り付ける際は、不安定な設置で
本機に負荷がかかり危険な状態にならないよう、機器が適切な
状態になるようラックに取り付けてください。

- 回路のオーバーロード－本機の電源回路への接続には十分注意
し、回路のオーバーロードが過電流保護や電源配線に与える影
響を考慮してください。 この問題に対処するには、機器のネー
ムプレート定格を確認します。

- 安定したアース接続－本機をラックに取り付けた場合でもアー
ス接続の有効性が損なわれないようにしてください。 分岐回路
への直接接続以外の電源接続には、特に注意してください
（電源コードの使用など）。
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SELV －すべての入力／出力ポートは、Safety Extra Low Voltage
（SELV）回路です。 SELV 回路は他の SELV 回路にのみ接続してく
ださい。
ISDN 回路は電話網電圧と同様に扱われるため、SELV 回路を電話網
電圧 （TNV）回路に接続しないでください。
システムアース／アース （接地）

システム （映像）アースは記号 で示されます。

安全用 （電源）アースは記号 で示されます。
システムアースは、特定の国の安全基準や設置上の慣例に従う目的
でのみ使用します。 明示的に必要とされている場合を除き、システ
ムアースを安全アースに接続することは推奨しません。 ただし、シ
ステムアースと安全アースが接続され、アースループが映像信号の
干渉の原因になっている場合は、絶縁変圧器を使用してください。

映像断－映像断は、デジタルビデオ録画に固有の現象です。このた
め、Bosch Security Systems は、映像情報の損失による損害に対し
て一切責任を負いません。 デジタル情報が途切れるリスクを 小限
に抑えるために、Bosch Security Systems では、複数の冗長録画シ
ステムを使用し、すべてのアナログおよびデジタル情報のバックア
ップを取ることをお勧めします。

注意
システムアースを安全用アースに接続すると、アースループが発生
し、防犯カメラシステムに障害をもたらす可能性があります。
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1.4 FCC および ICES への準拠
本機は FCC 規則の第 15 部に準拠しています。 本機の動作は以下の
2 つの条件に準じています。
- 本機は有害な干渉を起こしません。
- 本機は、予期せぬ動作をもたらす可能性のある干渉を含め、あ

らゆる受信干渉を許容できます。
注：本機は、FCC 規則の第 15 部およびカナダ産業省の ICES-003
に基づく Class A デジタルデバイスの制限に準拠することがテスト
により確認されています。 これらの制限は、本機を商業環境で作動
させたときに有害な干渉から適切に保護するためのものです。  本機
を住宅地で作動させた場合、有害な干渉を引き起こす可能性があ
り、その場合はユーザーが自己の費用による干渉の是正を要求され
ることがあります。

1.5 UL 認証
免責事項
Underwriter Laboratories Inc （以下 「UL」）では、本製品のセキュ
リティや信号出力に関するパフォーマンスや信頼性のテストは行っ
ていません。 UL は、UL の 「Standard(s) for Safety for Closed 
Circuit Television Equipment, UL 2044」で規定している火災、衝
撃、事故の危険性についてのみテストを行っています。 UL の認証
は、本製品のセキュリティや信号出力に関するパフォーマンスや信
頼性を保証するものではありません。
UL は、本製品のセキュリティまたは信号出力関連の機能のパフォ
ーマンスや信頼性に関して、一切の表明、保証、認証を提供しませ
ん。

免責事項
Underwriter Laboratories Inc （以下 「UL」）では、本製品のセキュ
リティや信号出力に関するパフォーマンスや信頼性のテストは行っ
ていません。 UL は、UL の 「Standard(s) for Safety for Information 
Technology Equipment, UL 60950-1」で規定している火災、衝撃、

注
この製品はクラス A 製品です。 この製品を家庭環境で使用すると、
無線妨害を引き起こすおそれがあります。この場合には、ユーザー
が適切な対策を講じることが必要になる場合があります。
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事故の危険性についてのみテストを行っています。 UL の認証は、
本製品のセキュリティや信号出力に関するパフォーマンスや信頼性
を保証するものではありません。
UL は、本製品のセキュリティまたは信号出力関連の機能のパフォ
ーマンスや信頼性に関して、一切の表明、保証、認証を提供しませ
ん。

1.6 Bosch からの通知事項
著作権
このマニュアルは、Bosch Security Systems の知的財産であり、著
作権で保護されています。 All rights reserved.

商標
本書で使用されているすべてのハードウェアおよびソフトウェアの
製品名は登録商標である可能性があります。このため、しかるべき
方法で取り扱う必要があります。

注意：
本書は細心の注意を払って作成されており、記載されている情報に
ついては十分な検証を行っています。 テキストについては印刷の時
点で誤字脱字がないことを確認しています。 製品開発は継続的に進
められているため、ユーザーガイドの内容は予告なく変更される場
合があります。  Bosch Security Systems は、誤り、不完全な記述、
またはユーザーガイドと対象製品の間の不一致によって直接的また
は間接的に発生する損害について一切責任を負いません。

補足情報
詳細については、Bosch Security Systems までお問い合わせいただ
くか、www.boschsecurity.com をご覧ください。
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2 開梱
本機は慎重に取り扱う必要があります。十分に注意して開梱してく
ださい。 製品出荷時に生じたと思われる損傷がある場合は、すぐに
発送元までお問い合わせください。
下記のパーツ一覧に記載された付属品がすべて揃っていることを確
認してください。 不足品がある場合は、Bosch Security Systems の
営業担当者またはカスタマーサービス担当者にお知らせください。 
この梱包箱は、この製品を輸送するうえで安全上 も適していま
す。修理のために製品を返送する際は必ずこの梱包箱を使用してく
ださい。 梱包箱は大切に保管しておいてください。

2.1 パーツ一覧
梱包箱に含まれているパーツを次の表に示します。

数量 パーツ
1 UML-172-90、UML-192-90、または UML-202-90 カラー

LCD フラットパネルモニター
1 設置マニュアル
2 アースプラグ付き 3 芯電源コード、1.8m

（米国仕様プラグ付き ×1、欧州仕様プラグ付き ×1）
1 VGA - VGA （D-SUB）ケーブル、1.5m （5ft） 
1 DVI-D - DVI-D ケーブル、1.5m （5ft） 
1 アラームリレーケーブル （フライングリード ×2 付き）
1 PC 形式の音声ケーブル 
1 リモコン （電池 2 本付き）
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2.2 分解組立図

図 1 前面パネル UML-202

図 2 前面パネル UML-172 および UML-192

番号 ボタン 説明
1 ［Input］ボタン 表示する信号を選択します
2 ［Menu］ボタン オンスクリーンディスプレイ （OSD）を選択します
3 p OSD で値を調整します OSD を上にスクロールします
4 q OSD で値を調整したり、または PC モ

ードで自動調整します

OSD を下にスクロールします

5 t OSD で値を減らします OSD を左にスクロールします
6 u OSD で値を増やします OSD を右にスクロールします
7 IR センサー リモコンセンサー
8 LED インジケー

ター

電源オン （緑）

電源オフ、スタンバイ （赤）
9 電源ボタン 電源 （オン／オフ）を表示します
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図 3 側面パネルおよび底面パネル 

側面パネル 底面パネル
番号 コネクター 番号 コネクター

1 Video 1 （AV1）IN 12 HDMI IN
2 Video 1 （AV1）OUT 13 DVI IN
3 Video 2 （AV2）IN 14 D-SUB IN
4 Video 2 （AV2）OUT 15 PC Stereo IN
5 S-Video （Y/C）IN 16 Audio OUT
6 S-Video （Y/C）OUT 17 Component Y、Pb、Pr、および Sound L、R
7 Audio IN （AV1、S-Video） 18 DC 12V IN
8 Audio OUT （AV1、S-Video） 19 Trigger Input
9 Audio IN （AV2）
10 Audio OUT （AV2）
11 12V アダプター
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2.3 リモコン
ここでは、Bosch リモコンの機能と使用方法について説明します。

ボタン 機能
POWER 電源のオン／オフを切り替えます。
SOURCE ソースとして PC またはビデオ映像を選択します。
番号 0 ～ 9 の数字を入力します。
AUTO グラフィックスアダプターを自動調整します。
MUTE 消音します。
MENU OSD を表示します。 ［MENU］ボタンを押すと、OSD メニューのどこか

らでも ［Main］メニューに戻ることができます。
EXIT OSD を終了します。
UP OSD メニュー内を上にスクロールします。
DOWN OSD メニュー内を下にスクロールします。
ENTER OSD メニュー内にいるときに、選択を確定するか、現在のモードを表示し

ます。


VOL

カーソルを左へ移動したり、OSD メニューの項目値を小さくしたり、音量

を下げたりするときに使用します。 


VOL

カーソルを右へ移動したり、OSD メニューの項目値を大きくしたり、音量

を下げたりするときに使用します。 
INFO CVBS 入力または PC 入力について現在選択されている設定の情報を表示

します。
STILL このボタンを 1 回押すと映像が一時停止し、もう一度押すと一時停止が解

除されます。
PIP ピクチャーインピクチャーモードのオン／オフを切り替えます。
P. INPUT PIP のソースとして PC とビデオ映像のいずれかを選択します。 選択を変更

するには、このボタンを押し続けます。
P. POS PIP モードのサブ画面の位置を変更します。 選択を変更するには、このボタ

ンを押し続けます。
P. SIZE PIP モードのサブ画面およびメイン画面のサイズを変更します。 選択を変更

するには、このボタンを押し続けます。
SWAP PIP モードでメイン画面とサブ画面を交互に表示します。 選択を変更するに

は、このボタンを押し続けます。
ARC (Aspect 

Ratio Control)

映像モードで画面の縦横比を選択します。 選択を変更するには、このボタ

ンを押し続けます。
APC (Auto 

Picture Control)

映像モードを選択します。 選択を変更するには、このボタンを押し続けま

す。
ACC (Auto Color 

Control)

カラーモードを選択します。 選択を変更するには、このボタンを押し続け

ます。
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2.4 リモコンへの電池の装着
1. リモコンを裏返し （ボタンが付いている側を下に向ける）、カ

バーを下の方へスライドさせて外します。
2. 新品の 2 本の単四アルカリ電池を （+）と （-）の記号に合わ

せて装着します。

図 2.1 リモコンの電池交換

3. 電池カバーを下側からスライドさせて取り付けます。
注意：電池は、必要に応じて、または 1 年ごとに交換してくだ
さい。 使用済みの電池は適切な方法で廃棄してください。

S. SET 音声モードのメイン入力またはサブ入力を選択します （PIP が有効な場合

のみ使用可能）。
PC PC モード （HDMI、DVI、PC）を選択します。 選択を変更するには、この

ボタンを押し続けます。
AV AV モード （AV1、AV2、S-Video）を選択します。 選択を変更

するには、このボタンを押し続けます。
COMP コンポーネントモードを選択します。
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3 説明 
Bosch の高性能 LCD モニターは、防犯カメラシステムの PAL また
は NTSC 標準カラー映像を表示できます。 2 つのルーピングコンポ
ジット映像 BNC コネクター入力、2 つのルーピング音声入力
RCA、および 4 ピンミニ DIN を使用した 2 つのルーピング Y/C
（S-Video）入力を備えています。 さらに、いずれのモデルも、15
ピン D-sub を使用したアナログ VGA 入力、HDMI （高解像度マル
チメディアインターフェース）入力、DVI、PC-RGB （VGA）、RC 
Audio 入出力、およびコンポーネントビデオ （Y/Pb/Pr）コネクタ
ーも備え、セキュリティ用途での利用が増加している PC やデジタ
ルビデオデバイスに対応しています。
モニターの制御機能には、前面パネルのボタンおよびオンスクリー
ンディスプレイ （OSD）からアクセスできます。 前面パネルの説明
については、セクション  2.2  分解組立図 , ページ  17 を参照してく
ださい。

3.1 機能
- 17 インチ、19 インチ、および 20 インチモデル
- 電源 AC 90 ～ 256V
- NTSC/PAL 自動検出
- 高解像度ディスプレイ

- 1024 x 768 （UML-172-90）
- 1280 x 1024 （UML-192-90）
- 1600 x 1200 （UML-202-90）

- VGA 入力
- コンポジット映像入力
- Y/C 入力 （S-Video）
- 複数言語対応のオンスクリーンディスプレイ （OSD）
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3.2 電源
モデル番号 定格電圧 電圧範囲 定格電圧での出力 同期形式
UML-172-90 AC 120/230V

50/60Hz

100 ～ 240V 40W 未満 NTSC/PAL

UML-192-90 AC 120/230V

50/60Hz

100 ～ 240V 45W 未満 NTSC/PAL

UML-202-90 AC 120/230V

50/60Hz

90 ～ 256V 大 70W NTSC/PAL
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4 モニターの設置
この章では、UML-172-90、UML-192-90、または UML-202-90 モニ
ターの設置手順について説明します。 モニターの設置は、有資格の
サービス担当者が地域の法規に従って実施する必要があります。

4.1 換気
過熱を防ぐために、モニターの背面にある換気口をふさがないでく
ださい。

4.2 モニターの取り付け
UML-172-90、UML-192-90、および UML-202-90 は、卓上に設置で
きるほか、壁面やラックに取り付けることもできます。

4.2.1 卓上設置
Bosch 高性能モニターには、米国仕様の 3 極電源コードと欧州仕様
の 3 極電源コードが付属しています。 電源が AC 120V、60Hz の場
合は米国仕様の電源コード、電源が AC 230V、50Hz の場合は欧州
仕様の電源コードを使用してください。 このモニターは、いずれの
電源入力電圧にも自動的に対応します。 LCD の画角は、 も快適に
見えるように調整できます。

小角度 大角度
25° 122mm 50° 192mm

注画質とモニターの保持状態を 良に保つには、ブラケット角度を
25° ～ 50° の範囲内にすることをお勧めします。
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4.2.2 壁面取付
正方形に配置された 4 か所の取付穴 （中心から 100mm）は、
Bosch 社製 UMM-LW-20B 固定壁掛けブラケットと UMM-LW-30B
スウィーベル／チルトブラケットのどちらにも使用できます。

図 1 モニターの取り付け

4.3 コンポジット映像信号の入力
モニター後部の側面パネルには、コンポジット映像入力用の BNC
コネクターとコンポジット映像出力用の BNC コネクターがそれぞ
れ 2 つあります （図  3 を参照）。
注意：すべての映像入力はパッシブループスルーです。 単一接続モ
ードでは、入力コネクタへの信号入力により、インピーダンスが自
動的に 75Ω に設定されます （図  4.5 を参照）。 出力コネクターと
別のモニターをケーブルで接続すると、パッシブループスルー機能
により、接続先のモニターに映像信号を送ることができます。 この
方法で 大 3 台のモニターを接続できます （図  1 を参照）。
注意：AV1 と AV2 を切り替えるには、モニターの前面にある
［Input］（図  1 の項目 1 または図  2 の項目 1 を参照）を押します。
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4.4 Y/C （S-Video）信号のモニターへの接続 
後部側面パネルには、S-Video （Y/C）入力用のミニ DIN コネクタ
ーが 1 つあります （図  4.1 を参照）。 
注意：Y 入力と C 入力は、いずれも 75? 抵抗で終端されます。 

図 4.1 Y/C 接続ピン配列

4.5 音声のモニターへの接続 
側面パネルには、2 組の音声入力用のモノラル音声コネクターがあ
ります。
- すべての音声入力はアクティブループスルーです。
- Audio 1 は Video 1 または Y/C に対応し、、Audio 2 は Video 2

に関連付けられています。

4.5.1 PC 音声の接続
後面パネルの下部には、PC ステレオ音声入力および音声出力があ
ります。 Audio IN には、1/8 インチ ミニフォノプラグジャックを接
続します。

番号 入力
1 GND
2 GND
3 Y 信号入力または出力
4 C 信号入力または出力

Input Audio 1 Audio 2
Video 1 X
Video 2 X
S-video X
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4.6 PC 信号をモニターに接続する
PC 信号をモニターに接続するには、HDMI、DVI、VGA の 3 種類の
方法があります。

4.6.1 HDMI 
このモニターは、HDMI ケーブル （別売）で HDMI （高解像度マル
チメディアインターフェース）入力に接続できます。

図 4.2 HDMI Input

4.6.2 DVI
このモニターは、付属の DVI-D ケーブルでデジタル DVI-D 信号に接
続できます。

図 4.3 DVI Input

4.6.3 VGA
このモニターは、付属の VGA ケーブル （D-SUB - D-SUB）でアナ
ログ VGA 信号に接続できます。

図 4.4 VGA Input 

ピン 説明 ピン 説明
1 Red Video 9 N/A
2 Green Video 10 Signal Cable Detect
3 Blue Video 11 Ground
4 Ground 12 SDA （DDC 用）
5 Ground 13 H-Sync または H+V Sync
6 Red Ground 14 V-Synch
7 Green Ground 15 SCL （DDC 用）
8 Blue Ground
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4.7 アラームトリガーの接続
このモニターには、後面パネルの右端にアラームトリガー入力があ
り、アラームリレーケーブルが付属しています。 これにより、カメ
ラやドアなどのデバイスからのアラームリレーを接続できます。 ア
ラームリレーケーブルの 2 本のフライングリードをデバイスのリレ
ー出力ポートに接続します。 次に、ケーブルのもう一方の端をモニ
ターの後面パネルの Trigger Input コネクタに接続します。
一般的なアラームリレー構成を次の図に示します。

図 1 カメラとモニターのアラームリレー

上記の例では、アラームリレーケーブルのフライングリードを
Dinion カメラのリレー出力 3 および 4 に接続しています。 ケーブル
は、UML モニターの後面パネルまで引き回され、Trigger Input ポー
トに接続されています。 アラームの確認の設定については、セクシ
ョン  5.7.1  アラームリレー入力を設定する , ページ  40 を参照して
ください。

例：一般的なアラームトリガー構成
この例では、動体検出に Dinion カメラを使用しています。 カメラが
動体を検出すると、UML モニターにアラームを送信します。 アラー
ムを受信すると、モニターは入力を Dinion カメラからの映像に切り
替え、ブザーを鳴らします。

VIDEO

SVHS

SYNC

DC 12V
AC 24V

ALARM

番号 説明
1 Dinion カメラ
2 フライングリードをリレー出力 3 および 4 に接続
3 UML 後面パネル
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1. Dinion 映像出力からの同軸ケーブルを UML モニターの AV1 入
力に接続します。

2. Dinion カメラは次のように設定します。
- VMD：OSD
- Area：1
- Active：On

3. 一方のフライングリードを Dinion カメラ後面のリレー出力 3
に接続し、もう 1 つのフライングリードをリレー出力 4 に接続
します。

4. トリガーリレーケーブルのもう一方の端をモニターの後面パネ
ルにあるトリガー入力コネクターに接続します。

5. モニターを電源コンセントに接続し、電源ボタンを押します。
6. モニターで ［Trigger］メニューにアクセスします。

a. ［Menu］ボタンを押します。
b. 下矢印ボタンを押して ［Setup］メニューにアクセスしま

す。
c. 右矢印ボタンを押して ［Setup］メニューを開きます。
d. 下矢印ボタンを押し続け、［Trigger］が強調表示されたら

右矢印ボタンを押します。
7. 次の設定に合わせて ［Trigger］メニューで必要な変更を行い

ます。

8. ［Menu］ボタンを 3 回押してメニューを終了し、映像表示に
戻ります。

Trigger
Trigger Enable On
Trigger Type External
Trigger Input AV1
Buzzer On
Trigger Time 10
Trigger Option N/O
Display Type PIP & FULL

:Move :Input :Menu
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4.8 シングル／マルチモニター構成

図 4.5 シングルモニター構成

図 1 マルチモニター構成

番号 説明
1 ビデオカメラ
2 VIDEO 2 （AV2）IN
3 VIDEO 2 （AV2）OUT
4 VCR

番号 説明
1 ビデオカメラ
2 VIDEO 2 （AV2）IN
3 VIDEO 2 （AV2）OUT
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5 モニターの操作

5.1 前面パネルの操作
UML-172-90、UML-192-90、または UML-202-90 では、前面パネル
を使用して OSD の必要な調整を行います。 前面パネルの説明につ
いては下図を参照してください。

図 1 前面パネルのボタン

番号 ボタン 説明
1 ［Input］ボタン 表示する信号を選択します
2 ［Menu］ボタ

ン

オンスクリーンディスプレイ （OSD）を選択します

3  OSD を上にスクロールします
4  VGA 入力に接続している場合に自動設

定を行い、グラフィックスアダプターに
合わせて表示を自動的に調整します。

OSD を下にスクロールします

5  値を減らします OSD を左にスクロールします
6  値を増やします OSD を右にスクロールします
7 IR センサー リモコンセンサー
8 LED インジケ

ーター

電源オン （緑）

電源オフ、スタンバイ （赤）
9 電源ボタン ディスプレイ電源 （オン／オフ）
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5.2 モニターのオンスクリーンディスプレイ
（OSD）の操作
UML172-90、UML-192-90、および UML-202-90 には、映像と PC
の 2 つのモードがあります。 LCD は、オンスクリーンディスプレイ
（OSD）メニューおよびサブメニューで動作パラメーターを選択す
ることによってプログラムします。 OSD メニューにアクセスするに
は、前面パネルまたはリモコンの ［Menu］ボタンを押します。 
OSD に対して必要な調整を行うには、モニターの前面パネルまたは
リモコンを使用します。 

セットアップメニューを操作するには、次の手順に従います。
1. CVBS または VGA ケーブルを接続します。
2. 必要に応じて、信号が表示されるまで ［Input］ボタンを押し

ます。 注意：信号が適用されていないときには、メニューは使
用できません。

3. 電源ボタンを押してモニターの電源をオンにします （図  1 ま
たは図  2 を参照）。 

4. メインメニューの選択を確定するには、［Menu］ボタンを押
します （図  1 または図  2 を参照）。

5. メニューを選択するには、［］ボタンおよび ［q］ボタンを押
します。

6. 選択したメニューを開くには、［Input］ボタンを押します。 
7. サブメニュー項目を選択するには、［］ボタンおよび ［u］

ボタンを押します。
8. OSD 値を切り替えるには、［］ボタンおよび ［q］ボタンを

押します。
9. 選択したメニューを終了してメニューバーに戻るか、選択を確

定するには、［Menu］ボタンを押します。
10. OSD メニューバーを終了するには、もう一度 ［Menu］ボタン

を押します。

注 OSD メニュー内では、メニューを選択するには ［Input］ボタン
を使用し、メニューを終了するには ［Menu］ボタンを使用しま
す。
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5.3 オンスクリーンディスプレイメニュー
4 つのオンスクリーンメニューがあり、各メニューで設定をカスタ
マイズできます。 OSD メニューにアクセスするには、［Menu］ボ
タンを押します。

5.4 Custom Menu 
［Custom］メニューにアクセスするには、モニターの前面パネルに
ある ［Menu］ボタンを押します。 次に、右矢印ボタンを押し、さ
らに上下の矢印ボタンを押してサブメニューを選択します。 値を増
減するには、左右の矢印ボタンを押します。 設定が終了したら、
［Menu］ボタンを押して変更を保存し、再度 ［Menu］ボタンを押
して OSD を終了します。

アイコン メニュー 機能
Custom 輝度、コントラスト、色、色合い、およびシャープネスレベルを

調整します （メニューオプションは映像モードと PC モードで異
なります）。

Picture / Sound 映像モード、色調、消音、音量、サイズ、および PC 設定を調整
します （メニューオプションは映像モードと PC モードで異なり
ます）。

PIP 入力ソース、サイズ、位置、スワップ、および音声選択の設定を

調整します。

Set Up 初期設定に戻したり、言語、OSD の色調、ブルースクリーン、キ
ーロック、トリガー、および自動切り替えの設定を調整できま
す。
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表 5.1 ［Custom］メニュー （映像モード）

表 5.2 ［Custom］メニュー （PC モード）

Custom
Brightness 50
Contrast 50
Color 50
Tint 50
Sharpness 20
Phase 3

:Move :Input :Menu

Custom
Brightness 50
Contrast 50

:Move :Input :Menu

サブメニュー 定義
Brightness 映像の輝度 （明るさ）を調整します （範囲は 0 ～ 100）。
Contrast 映像のコントラストを調整します （範囲：0 ～ 100）。
Color 画面の全体的な彩度を調整します （範囲：0 ～ 100）。
Tint 映像の色合いを調整します （範囲：0 ～ 100）。 NTSC のみ。
Sharpness 映像のシャープネスレベルを調整します （範囲：0 ～ 100）。
Phase （Component のみ）
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5.5 ［Picture / Sound］メニュー
［Picture / Sound］メニューにアクセスするには、モニターの前面
パネルにある ［Menu］ボタンを押し、左右の矢印ボタンを押して
［Picture / Sound］アイコンを選択します。 上下の矢印ボタンを押
して ［Picture / Sound］サブメニューを選択します。 

表 5.3 ［Picture / Sound］メニュー （映像モード）

表 5.4 ［Picture / Sound］メニュー （PC モード）

Picture/Sound
Picture Mode Custom
Color Tone Normal
Mute Off
Volume 20
Size 4:3
DNR On
3D Comb On

:Move :Input :Menu

Picture/Sound
Picture Mode Custom
Color Tone Normal
Mute Off
Volume 20
Size 4:3
PC

:Move :Input :Menu
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サブメニュー 定義

Picture Mode

（映像モード）

自動映像制御モードを選択します。 選択できる設定は次のとおりです。 
Custom：ユーザーが ［Custom］メニューで選択した値が適用されます。

Dynamic： 高の画質が得られるように、輝度、コントラスト、およびシ

ャープネスを自動的に調整します。

Standard：初期設定を適用します。

Picture Mode

（PC モード）

自動映像制御モードを選択します。 選択できる設定は次のとおりです。

Custom：ユーザーが ［Custom］メニューで選択した値が適用されます。 

High：次の値を使用します。Brightness = 70、Contrast = 80

Middle：次の値を使用します。Brightness = 60、Contrast = 70

Low：次の値を使用します。Brightness = 50、Contrast = 60

Color Tone 色温度を選択します。 選択できる設定は、Cool 9300K、Normal 6500K、お

よび Warm 5000K です。

Mute 音声のオン／オフを切り替えます。 選択できる設定は、On および Off で

す。

Volume 内蔵スピーカーの音量を調整します （範囲：0 ～ 100）。

Size

（映像モード）

縦横比制御 モードを選択します。 選択できる設定は、4:3、Panorama、

Zoom1、Zoom2、および Wide です。

DNR

（映像モード）

ノイズリダクションのオン／オフを切り替えます。 この機能を OFF にする
と、画質は多少低下しますが、モニターの動体への応答時間は向上しま
す。

PC

（PC モード）

デスクトップ画面の自動調整と手動調整を切り替えます。 Auto Adjust：画

面をグラフィックスアダプターと自動的に同期させます。

手動調整の選択できる設定は、Phase （範囲：0 ～ 100）、H-Position （範
囲：0 ～ 100）、V-Position （範囲：0 ～ 100）、および Frequency （範
囲：0 ～ 100）です。

3D Comb 3D コムフィルターをアクティブにします。
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5.6 ［PIP］メニュー
［PIP］メニューにアクセスするには、モニターの前面パネルにある
［Menu］ボタンを押し、左右の矢印ボタンを押して ［PIP］アイコ
ンを選択します。 上下の矢印ボタンを押して ［PIP］サブメニュー
を選択します。

表 5.5 ［PIP］メニュー

PIP
PIP On
Input Source AV1
Size
Position
Swap
Sound Select Main

:Move :Input :Menu

サブメニュー 定義
PIP PIP 機能をアクティブにします。
Input Source PIP 領域の映像入力ソースを選択します。 選択できる内容はメイン映像入力ソ

ースによって異なります。 アナログ映像ソース （AV1、AV2、S-Video）で
は、PIP 領域にデジタル映像 （Component、HDMI、DVI、PC）入力のみ表示
できます。デジタル映像ソースでは、PIP 領域にアナログ映像入力のみ表示で
きます。

AV1、AV2、S-Video：Component、HDMI、DVI、PC

Component、HDMI、DVI、PC：AV1、AV2、S-Video
Size 横方向の全画面、横方向 4:3、コーナー 4:3 （対角 177mm）の 3 種類の画面

サイズを有効にします。
Position 右下、右上、左下、左上の 4 種類の位置を有効にします。
Swap PIP モードでメイン画面とサブ画面を交互に表示します。 選択を変更するに

は、ボタンを押し続けます。
Sound Select 音声ソースとしてメイン入力ソースと PIP 入力ソースのいずれかを選択しま

す （PIP が有効な場合のみ可能）。
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5.7 ［Setup］メニュー
［Setup］メニューにアクセスするには、モニターの前面パネルにあ
る ［Menu］ボタンを押し、左右の矢印ボタンを押して ［Setup］
アイコンを選択します。 上下の矢印ボタンを押して ［Setup］サブ
メニューを選択します。

表 5.6 ［Setup］メニュー

Setup
Reset
Language English
OSD Tone Blue
Blue Screen Off
Key Lock Off
Trigger
Auto Switching
Firmware Version X.XX

:Move :Input :Menu

サブメニュー 定義
Reset 初期設定に戻します。
Language OSD の言語を選択します。 選択できる言語は、English、French、

German、Italian、Dutch、Spanish、および Portuguese です。
OSD Tones OSD メニューの背景の種類を選択します。 選択できる言語は、

Transparency および Blue です。
Blue Screen 映像断表示を有効または無効にします。 次の選択項目があります。

On：映像断が検出された場合、青色の背景を表示します。

Off：映像断が検出された場合、黒色の背景を表示します。
Key Lock キーロック機能を有効または無効にします。
Trigger 受信したアラームへのモニターの応答を設定できる ［Trigger］メニュー

を開きます。 セクション  5.7.1  アラームリレー入力を設定する , ページ
 40 を参照してください。

Auto Switching ［Auto Switching］メニューを開き、モニターへの映像入力を切り替える
方法を設定できます。 セクション  5.7.2  自動切り替えを設定する , ページ
 42 を参照してください。

Firmware Version モニターのファームウェアのリリースレベルを表示します。
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5.7.1 アラームリレー入力を設定する
このモニターでは、デバイス （カメラまたはドア）からのアラーム
リレーケーブルを接続し、受信したアラームへのモニターの応答を
設定できます （セクション  4.7  アラームトリガーの接続 , ページ
 27 を参照）。 

表 5.7 ［Trigger］メニュー

注前面パネルでキーロックが有効にされている場合は、リモコンま
たは前面パネルのボタンを使用してキーロックコマンドを無効にし
てください。 前面パネルのボタンを使用してキーロック機能を無効
にするには、「Key Unlocked」というメッセージが表示されるまで
［Input］ボタンと ［Menu］ボタンを同時に押し続けます。

Trigger
Trigger Enable Off
Trigger Type External
Trigger Input AV1
Buzzer On
Trigger Time 20
Trigger Option N/O
Display Type PIP & FULL

:Move :Input :Menu

オプション 定義 選択項目
Trigger Enable トリガー機能をアクティブにします。 ON または OFF
Trigger Type アラームのソースを指定します。 このオプションは常に

［External］に設定されます。

External

Trigger Input アラームが作動したときにモニターが表示する映像入力
ソースを選択します。 モニターがアラーム入力を受信す
ると、指定した入力ソースに切り替わります。

AV1

AV2

S-Video

Component

HDMI

DVI

PC
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Buzzer モニターがアラーム入力を受信すると、アラーム音が鳴

り、映像ソースがトリガー入力に切り替わります。

注意：入力映像ソースがトリガー入力と同じである場

合、ブザーは鳴りません。

ON または OFF

Trigger Time モニターがトリガー入力映像ソースを表示する時間 （秒

数）を選択します。

0 ～ 100 秒

Trigger Option 物理的なトリガー入力の種類を選択します。 選択項目に
ついては、アラームソースのマニュアルを参照してくだ
さい。

N/C

（常閉）

N/O

（常開）

High （2 ～ 5V）

Low （.6V 未満）
Display Type モニターがトリガー入力を表示するモードを選択しま

す。 モニターは次のいずれかの操作を実行します。

- トリガー入力を現在の映像入力ソースのピクチャ
ーインピクチャー位置 （PIP & FULL）に表示す
る。

注意：メイン映像ソースが PIP オプションとして
トリガー入力ソースをサポートしている必要があ
ります。 セクション  5.6  ［PIP］メニュー , ページ
 38 を参照してください。

- 全画面 （FULL）でのトリガー入力の表示に切り替

える。

PIP & FULL

FULL

オプション 定義 選択項目
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5.7.2 自動切り替えを設定する
自動切り替え機能により、選択した映像入力を順に表示することが
できます。 

表 5.8 ［Auto Switching］メニュー

Auto Switching
Auto Switching Off
Input
Time 10

:Move :Input :Menu

オプション 定義 選択項目
Auto Swtiching 自動切り替え機能をアクティブにします。 ON または OFF
Input 別のメニューが開き、自動切り替えの対象とする入力ソー

スを選択できます。
Time モニターが選択された個々のトリガー入力ソースを表示す

る時間 （秒数）を選択します。

0 ～ 100 秒
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自動切り替えの対象とする入力ソースを選択する
このメニューでは、自動切り替えの対象とする入力ソースを追加ま
たは削除できます。 

表 5.9 ［Auto Switching］メニュー－入力ソースの選択

1. 上下の矢印ボタンを使用して、入力ソースを選択します。 
2. 右矢印ボタンを押して、入力ソースのステータスを変更しま

す。 
3. 上下の矢印ボタンを使用して、入力ソースのステータスを変更

します。
- 入力ソースを自動切り替えの対象とするには、［On］を

選択します。
- 入力ソースを自動切り替えの対象から除外するには、

［OFF］を選択します。

Auto Switching
AV1 On
AV2 On
S-Video On
Component On
HDMI On
DVI On
PC On

:Move :Input :Menu
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6 電源管理
このモニターには電源管理システムが内蔵されており、DPMS ビデ
オカードから DPMS （Display Power Management Signaling）を受
信すると、電源がオフになります。
DPMS 準拠のビデオカードは、水平信号、垂直信号、または同期信
号を送信しないことにより、この信号システムを実行します。
モニターは、信号システムの 3 つのモードを識別することにより、
適切なモードに切り替わります。

6.1 消費電力

6.2 LED インジケーター
このモニターの電源管理機能は、次の段階で構成されます。 

モード 消費電力
ON 70W
STANDBY 10W
SUSPEND 10W
ACTIVE OFF 10W

モード LED の色 モニターの動作状態
ON 緑 通常の動作状態
STANDBY 点滅

（赤）
アイドル状態が続くと、画面が空白になり、モニタ
ーの一部の電子回路または回路全体がシャットダウ
ンされます。

SUSPEND
ACTIVE OFF
UNSUPPORTED 
MODE

緑 通常の動作状態ですが、画面にはエラーメッセージ
が表示されます。

POWER OFF 赤 動作停止。
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7 メンテナンス 
LCD パネルに水滴やオイルが付いたときには、すぐに脱脂綿または
柔らかい布で拭き取ってください。 長時間放置すると、汚れが付着
したり変色したりすることがあります。 
LCD パネルの表面 （偏光子）に汚れや染みが残った場合は、脱脂
綿または柔らかい布を使用し、次の手順で取り除いてください。 
1. コンピューターまたはディスプレイの電源を切ります。 
2. 画面には、どのような液体も吹き付けないでください。 汚れて

いない柔らかい布を水だけで湿らせます （ペーパータオルや
汚れた布を使用すると画面に傷が付く恐れがあります）。

3. 画面を上から下に向かって軽く拭きます。 画面が破損する恐れ
があるため、力を入れすぎないように注意してください。 

4. 拭き取った跡が残らないように、別の汚れていない乾いた柔ら
かい布でもう一度画面を拭きます。

以下の薬品を洗浄剤として使用しないでください。
- ケトン型の薬品
- エチルアルコール
- エチル酸
- トルエン
- 塩化メチル
- アンモニア
これらの薬品を使用すると、化学反応によって偏光子に回復不能な
損傷を与える恐れがあります。

注水で汚れが落ちない場合は、LCD パネル用と書かれた低刺激性の
クリーナー （事務用品店で購入可能）を使用してください。
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8 トラブルシューティングガイド
問題 解決方法
映像が表示されな
い。

- モニターの電源コードが、コンセントまたはアースされた
延長ケーブルやストリップにしっかり接続されていること
を確認してください。

- 電源スイッチがオンの位置にあり、LED が点灯している
必要があります。

- ディスプレイの輝度やコントラストが 低レベルに設定さ
れていないことを確認してください。

「Going to Sleep」
というメッセージ
が表示される。

- 信号ケーブルがビデオカード／コンピューターに完全に接
続されている必要があります。

- ビデオカードがスロットにしっかり装着され、コンピュー
ターの電源がオンになっている必要があります。

PC モードのとき
に、映像が画面の
中央に表示されな
い、小さすぎる、
または大きすぎ
る。

- 下矢印ボタンを押して自動設定機能をアクティブにしま
す。
または

- ［PC OSD］サブメニューで ［Clock］と ［Phase］を調
整します。

トリガー入力を受
信してもモニター
の表示が切り替わ
らない。

［Trigger］メニューの ［Trigger Option］の設定とアラームデ
バイスの物理アラーム出力設定が適合していることを確認して
ください。 

モニターのブザー
が鳴らない。

映像入力とトリガー入力が同じソースから送信されている場
合：
- ［Trigger Time］をゼロ （0）に設定します。
映像入力とトリガー入力が異なるソースから送信されている場
合は、［Picture/Sound］メニューで次の設定を確認してくださ
い。
- ［Mute］オプションが ［OFF］に設定されていることを

確認します。
- ［Volume］が可聴レベルに設定されていることを確認しま

す。
映像に縦方向また
は横方向のノイズ
が出る。

- 下矢印ボタンを押して自動設定機能をアクティブにします
（VGA 入力の場合のみ）。
または

- ［PC OSD］サブメニューで ［Clock］と ［Phase］を調
整します。
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色が正しく表示さ
れない

- モニターの前面パネルにある ［Menu］ボタンを押し、下
矢印ボタンを押して ［Color Tone］メニューを選択しま
す。 前面パネルの下矢印ボタンを押して、［Cool］、
［Warm］、または ［Normal］を選択します。
または

- モニターの前面パネルにある ［Menu］ボタンを押し、右
矢印ボタンを押して ［Setup］メニューを選択します。 前
面パネルの下矢印ボタンを押し、［Recall］を選択して初
期設定に戻します。

「Out of Range」
というエラーメッ
セージが表示され
る。

PC がモニターによってサポートされていない解像度またはタ
イミングモードで動作しています。 PC のタイミングモードを
次の有効な組み合わせのいずれかに変更してください。
640 x 480、60/72/75Hz
800 x 600、60/72/75Hz
1024 x 768、60/70/75Hz
1280 x 1024、60Hz
1600 x 1200、60Hz

問題 解決方法
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