
重要
ご使用前には必ずこの取扱説明書および設定マニュアルをよくお読みにな
り、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

•	モニターの設定/調整については、設定マニュアルを参照してください。
•	最新の取扱説明書は、当社のWebサイトからダウンロードできます。	
http://www.eizo.co.jp

ユーザー登録のお願い
このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、
ユーザー登録をお願いいたします。

登録方法：当社のWebサイトからオンライン登録
次のアドレスにアクセスし、ご登録ください。

http://www.eizo.co.jp/registration/

取扱説明書

カラー液晶モニター

http://www.eizo.co.jp


2 

絵表示について
本書では次の絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示していま
す。

注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容、および物的損害のみ発生
する可能性がある内容を示しています。

注意（警告を含む）を促すものです。たとえば は「感電注意」を示していま
す。

禁止の行為を示すものです。たとえば は「分解禁止」を示しています。

「アース線を接続すること」を示しています。

行為を強制したり指示するものです。

製品の仕様は販売地域により異なります。お買い求めの地域に合った言語の取扱説明書をご確認くださ
い。

1.本書の著作権はEIZO株式会社に帰属します。本書の一部あるいは全部をEIZO株式会社からの事前の許諾
を得ることなく転載することは固くお断りします。
2.本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
3.本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありま
したら、ご連絡ください。
4.本機の使用を理由とする損害、逸失利益などの請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任
も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
5.乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。
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使用上の注意
	●重要
• 本製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いかねます。
ThisproductisdesignedforuseinJapanonlyandcannotbeusedinanyothercountries.
• ご使用前には、「使用上の注意」および本体の「警告表示」をよく読み、必ずお守りください。

警告表示位置
モニター本体

ACアダプタ

本体に使われている記号について

記号 意味
ACアダプタ主電源スイッチ： この製品の主電源をオフにします。

ACアダプタ主電源スイッチ： この製品の主電源をオンにします。

電源スイッチ： この製品の電源をオンまたはオフにします。

交流

直流

危険警告・感電

注意： 「絵表示について」（P.2）参照
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	警告
万一、異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切
り、電源プラグを抜いて販売店またはEIZOサポートに連絡する
そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

裏ぶたを開けない、製品を改造しない
本製品内部には、高電圧や高温になる部分があり、感電、やけどの原因となります。ま
た、改造は火災、感電の原因となります。

ACアダプタ電源ケーブル固定用ブッシングは回さない
火災や感電、故障の原因となります。

修理は販売店またはEIZOサポートに依頼する
お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。

異物を入れない、液体を置かない
本製品内部に金属、燃えやすい物や液体が入ると、火災や感電、故障の原因となります。
万一、本製品内部に液体をこぼしたり、異物を落とした場合には、すぐに電源プラグを抜
き、販売店またはEIZOサポートにご連絡ください。

丈夫で安定した場所に置く
不安定な場所に置くと、落下することがあり、けがの原因となります。
万一、落とした場合は電源プラグを抜いて、販売店またはEIZOサポートにご連絡くださ
い。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

次のような場所で使用しない
火災や感電、故障の原因となります。

• 屋外。車両･船舶などへの搭載
• 湿気やほこりの多い場所
• 水滴のかかる場所。浴室、水場など
• 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く
• 直射日光が直接製品に当たる場所
• 可燃性ガスのある環境
• 腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンな
ど）が発生する環境
• ほこりや空気中に腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）や導電性の
金属などが含まれている環境

プラスチック袋は子供の手の届かない場所に保管する
包装用のプラスチック袋をかぶったりすると窒息の原因となります。

付属の電源コード/ACアダプタを使用し、100VAC電源に接続して使用する
誤った接続をすると火災や感電の原因となります。
•付属の電源コードは日本国内100VAC専用品です。
•付属のACアダプタ（PSA-073）は本製品専用のものです。他の機器には使用しないでく
ださい。
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	警告
電源コード/アダプタ電源ケーブルを抜くときは、プラグ部分を持つ
コード/ケーブル部分を引っ張るとコード/ケーブルが傷つき、火災、感電の原因
となります。

電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、安全（感電防止）
および電磁界輻射低減のため、アースリード（緑）を必ず接地する
なお、アースリードは電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグを抜いてから
外してください。順序を守らないと感電の原因となります。
二芯アダプタのアースリード、および三芯プラグのアースが、コンセントの他の
電極に接触しないようにしてください。

次のような誤った電源接続をしない
誤った接続は火災、感電、故障の原因となります。
•取扱説明書で指定された電源電圧以外への接続。
•タコ足配線。

電源コード/ACアダプタを傷つけない
電源コードおよびACアダプタに重いものをのせる、引っ張る、束ねて結ぶなどをしないで
ください。電源コード/ACアダプタが破損（芯線の露出、断線など）し、火災や感電の原
因となります。

電気的な安全確保のため、接続コードの取り付け・取り外しは、患者がいない場所でおこ
なう

雷が鳴り出したら、電源プラグやACアダプタ、コードには触れない
感電の原因となります。

アーム（または他のスタンド）を使用する場合は、それらの取扱説明書の指示にしたが
い、確実に設置する
確実に設置されていないと、外れたり、倒れたりしてけがや故障の原因となります。設置
する前に、アームやスタンドを固定する机や壁などに十分な強度があるか確認してくださ
い。
万一、落とした場合は電源プラグを抜いて、販売店またはEIZOサポートにご連絡くださ
い。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。また、取り外したスタンドを再度
取り付ける場合には必ず元のネジを使用し、確実に固定してください。

液晶パネルが破損した場合、破損部分に直接素手で触れない
もし触れてしまった場合には、手をよく洗ってください。
万一、漏れ出た液晶が、誤って口や目に入った場合には、すぐに口や目をよく洗い、医師
の診断を受けてください。そのまま放置した場合、中毒を起こす恐れがあります。

ごみ廃棄場で処分されるごみの中に本製品を捨てない
蛍光管バックライトには水銀が含まれているため（LEDバックライトを使用した製品は水
銀を含有していません）、廃棄は地方自治体の規則に従ってください。
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	注意
運搬のときは、接続コードやオプション品を外す
コードを引っ掛けたり、移動中にオプション品が外れたりして、けがの原因となり
ます。

本製品を移動させるときは、正しい方法で移動する
•本製品を移動するときは、右図のように画面の下部をしっかりと持つ。
•大型モニターは重いため、開梱や持ち運びは必ず２人以上でおこなう。
落としたりするとけがや故障の原因となります。

通風孔をふさがない
•通風孔の上や周囲にものを置かない。
•風通しの悪い、狭いところに置かない。
•横倒しや逆さにして使わない。
通風孔をふさぐと、内部が高温になり、火災や感電、故障の原因となります。

濡れた手で電源プラグやACアダプタに触れない
感電の原因となります。

電源プラグの周囲にものを置かない
火災や感電防止のため、異常が起きた時すぐ電源プラグを抜けるような位置（コン
セントの近く）に機器を配置するようにしてください。

ACアダプタ使用中は高温となるので注意する
•ACアダプタの上にものを置いたり、かぶせたりしないでください。また、ACアダ
プタをじゅうたんや布団など、熱がこもるものの上に置かないでください。ACア
ダプタはストーブなどの熱源や直射日光から遠ざけてください。火災の原因とな
ることがあります。
•素手で触れないでください。やけどの原因となることがあります。
•移動させる場合は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜
き、十分冷えてから移動させてください。

ACアダプタは宙吊りのまま使用しない
宙吊りのまま使用すると、火災や感電の原因となることがあります。

電源プラグ周辺、モニターおよびACアダプタの通風孔は定期的に掃除する
ほこり、水、油などが付着すると火災の原因となります。

クリーニングの際は電源プラグを抜く
プラグを差したままでおこなうと、感電の原因となります。

長時間使用しない場合には、安全および省エネルギーのため、本体の電源スイッチ
を切った後、電源プラグも抜く

この装置は患者の周囲に設置できますが、患者との接触には適していません
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モニターについて

この製品は、MRI、CT、PETなどの医用画像表示用途に適しています。

上記用途で使用する場合には、横表示でご使用ください。

この製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いかねます。
ThisproductisdesignedforuseinJapanonlyandcannotbeusedinanyothercountries.

本書に記載されている用途以外での使用は、保証外となる場合があります。

本書に定められている仕様は、付属の電源コードおよび当社が指定する信号ケーブル使用時にのみ適用いた
します。

この製品には、当社オプション品または当社が指定する製品をお使いください。

製品内部の電気部品の動作が安定するのに、約30分かかりますので、モニターの調整は電源を入れたあと、
または省電力モードから復帰して30分以上経過してからおこなってください。

経年使用による輝度変化を抑え、安定した輝度を保つためには、ブライトネスを下げて使用されることをお
勧めします。また、キャリブレーション、不変性試験（階調チェック含む）を定期的に実行してください
（設定マニュアルの「モニターの品質管理をする」参照）。

同じ画像を長時間表示することによって、表示を変えたときに前の画像が残像として見えることがありま
す。長時間同じ画像を表示するようなときには、コンピュータのスクリーンセーバーまたはパワーセーブ機
能を使用してください。

ラッカー系の塗料を使用した机にこの製品を置くと、スタンドの底面に使用しているゴムの成分により、色
が付着する場合があります。ご使用前にご確認ください。

この製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングをおこなうことをお勧めします
（「クリーニングの仕方」（P.8）参照）。

画面上に欠点、発光している少数のドットが見られることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、
製品本体の欠陥ではありません。

液晶パネルに使用されるバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたり、点灯しな
くなったときには、販売店またはEIZOサポートにお問い合わせください。

パネル面やパネルの外枠は強く押さないでください。強く押すと、干渉縞が発生するなど表示異常を起こす
ことがありますので取り扱いにご注意ください。また、パネル面に圧力を加えたままにしておきますと、液
晶の劣化や、パネルの破損などにつながる恐れがあります。（液晶パネルを押した跡が残った場合、画面全
体に白い画像または黒い画像を表示すると解消されることがあります。）

パネルを固い物や先のとがった物などで押したり、こすったりしないようにしてください。傷が付く恐れが
あります。なお、ティッシュペーパーなどで強くこすっても傷が入りますのでご注意ください。

この製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に露
が生じることがあります（結露）。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ち
ください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。
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クリーニングの仕方
注意点

• アルコール、消毒薬などの薬品は、キャビネットやパネル面の光沢の変化、変色、色あせ、画質の劣化などにつ
ながる恐れがあります。
• シンナー、ベンジン、ワックス、研磨クリーナは、キャビネットやパネル面をいためるため絶対に使用しないで
ください。
参考

• キャビネットやパネル面のクリーニングにはScreenCleaner（オプション品）をご利用いただくことをお勧めしま
す。

キャビネットやパネル面の汚れは、やわらかい布に少量の水をしめらせてやさしくふき取ってくださ
い。

使用可能な薬剤

薬剤の種類 薬剤の商品名
消毒用エタノール エチルアルコール（エタノール）
イソプロピルアルコール イソプロピルアルコール
グルコン酸クロルヘキシジン ヒビテン液
塩化ベンザニコニウム ウェルパス
アルキルジアミノエチルグリシン テゴー51
グルタラール ステリハイド
グルタラール サイデックスプラス28

モニターを快適にご使用いただくために
• 画面が暗すぎたり、明るすぎたりすると目に悪影響をおよぼすことがあります。状況に応じてモニ
ター画面の明るさを調整してください。
• 長時間モニター画面を見続けると目が疲れますので、1時間に約10分の休憩を取ってください。
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第	1	章	 はじめに
このたびは当社カラー液晶モニターをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

1-1.	 特長
• 30.0型
• 解像度6Mピクセル（3280×2048ドット）対応
• 高コントラスト比（1000：1）のパネルを採用
メリハリのある画像表示を実現します。
• DisplayPort対応（8bitまたは10bitに対応、音声は非対応）
• 2系統の信号を同時表示可能な「PbyP（PicturebyPicture）」機能搭載
モニター2台を並べて使用する場合と比較すると、モニターの間のベゼルが無いため、目線移動によるストレ
ス軽減や作業の効率化につながります。
• 同一画面内のモノクロ画像とカラー画像の表示エリアを自動判別し、それぞれ設定した状態で表示
することが可能なHybridGamma機能搭載
※1表示する画像によっては判別の不整合が発生する場合があります。使用するソフトウェアとの検証が必要
です。検証の際には、設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。

• IntegratedFrontSensorを内蔵し、モニター単独でのキャリブレーションおよび階調チェックが可
能なRadiCSSelfQC機能搭載
設定マニュアル（CD-ROM内）参照
• 最適なキャリブレーションモードを選択できるCALSwitch（キャルスイッチ）機能搭載
設定マニュアル（CD-ROM内）参照
• DICOM（P.22）Part14に準拠した画面選択が可能
• キャリブレーション、履歴の管理が可能な品質管理ソフトウェア「RadiCSLE」を添付
「1-3.EIZOLCDユーティリティディスクについて」（P.11）参照
• マウスやキーボードを使って画面を調整するソフトウェア「ScreenManagerProforMedical」添付
「1-3.EIZOLCDユーティリティディスクについて」（P.11）参照
• 省電力機能
この製品は省電力のための機能を搭載しています。
- 主電源オフ時消費電力0W
ACアダプタに主電源を装備。
モニターを使用しない時は、ACアダプタの主電源スイッチを切ることで、確実に電源供給が停止します。
- 人感センサー機能
モニター正面のセンサーが人の動きを検知します。人がモニターから離れると、自動的に省電力モードに
移行して画面を非表示にするため、消費電力の低減につながります。モニターの使用環境や使用者の動作
量に応じて、感度、省電力モードに移行するまでの時間を設定できます。
設定マニュアル（CD-ROM内）参照

• 薄型、軽量化により、省スペースを実現
• 長寿命なLEDバックライト液晶パネル搭載
• 照度センサー内蔵
環境によっては、照度計と異なる測定値を示す場合があります。
センサーは、品質管理ソフトウェア「RadiCS/RadiCSLE」で使用します。測定は、ユーザーがメニューを操作
することで実行できます。
測定値や測定方法の詳細は、RadiCS/RadiCSLE取扱説明書（CD-ROM内）を参照してください。
• HDCP（著作権保護技術）により保護されたコンテンツを表示可能（DisplayPortのみ）
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注意点

• 高温や高湿度の環境は、Integrated Front Sensorの測定精度に影響を与えます。次の条件でモニターを保管、
または使用することをお勧めします。
 - 温度 30℃以下
 - 湿度 70％以下

• 直射日光下での保管、使用を避けてください。

1-2. 梱包品の確認
次のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある
場合は、販売店またはEIZOサポートにご連絡ください。

参考

• 梱包箱や梱包材は、この製品の移動や輸送用に保管していただくことをお勧めします。

• モニター本体
• 電源コード（二芯アダプタ）

• デジタル信号ケーブル： 
DisplayPort - DisplayPort（PP300）×2本

• デジタル信号ケーブル： 
DVI-D - DVI-D（Dual Link）（DD300DL）×2本

• USBケーブル：UU300

• ACアダプタ（PSA-073）
• 電源コードホルダー
• EIZO LCDユーティリティディスク（CD-ROM）
• 取扱説明書（保証書付き）
• 出荷試験報告書
• お客様ご相談窓口のご案内

1-3. EIZO LCDユーティリティディスクについて
この製品には「EIZO LCDユーティリティディスク」（CD-ROM）が付属しています。ディスクの内容や
ソフトウェアの概要は次のとおりです。

 ● ディスクの内容と概要
ディスクには、調整用のソフトウェア、取扱説明書が含まれています。各項目の起動方法や参照方法
はディスク内のReadmeja.txtを参照してください。

内容 概要
Readmeja.txtファイル
RadiCS LE（Windows用） キャリブレーションをおこない、履歴管理が可能な品質管理ソフト

ウェアです。
ScreenManager Pro for Medical
（Windows用）

マウスやキーボードを使って画面を調整するソフトウェアです。

モニターの取扱説明書（PDFファイル）
モニターの設定マニュアル（PDFファイル）

 ● RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medicalを使用するときは
RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medicalのインストール方法、使用方法については、ディスク内の
それぞれの取扱説明書を参照してください。
ソフトウェアを使用する場合は、モニターとコンピュータを付属のUSBケーブルで接続してくださ
い。詳細は、設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。
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1-4. 各部の名称と機能
モニター本体

調整メニュー※1

14

7

3

1

4
5

6 8 9 10

13

12

11

2

1. 操作スイッチ メニューを表示します。ガイドに従って操作します。
2.  スイッチ • 電源のオン/オフを切り替えます。

• モニターの動作状態を表します。 
緑：画面表示、橙：省電力モード、消灯：ACアダプタ主電源/電源オフ

3. 人感センサー モニター正面の人の動きを検知します。
4. Integrated Front Sensor 

（スライド式）
キャリブレーションや階調チェックに使用します。

5. 照度センサー 環境照度を測定します。
6. USBダウンストリーム

ポート
USBに対応している周辺機器と接続できます。

7. USBアップストリーム
ポート

USB接続が必要なソフトウェア、USBハブ機能を使用する場合にUSBケーブルを接続
します。

8. 電源コネクタ ACアダプタの電源ケーブルを接続します。
9. 信号入力コネクタ DVI-Dコネクタ

10. 信号入力コネクタ DisplayPortコネクタ
11. USBダウンストリーム

ポート
USBに対応している周辺機器と接続できます。

12. スタンド 高さと角度が調整できます。
13. 盗難防止用ロック Kensington社製のMicroSaverセキュリティシステムに対応しています。
14. ケーブルホルダー ケーブルを収納します。

※1 使用方法は設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。

ACアダプタ（PSA-073）

21 3
4

1. 電源コードホルダー 
取り付け穴

電源コードホルダーを取り付ける場合に使用します。

2. 電源コネクタ 電源コードを接続します。
3. 主電源スイッチ 主電源のオン/オフを切り替えます。
4. 電源ケーブル モニターの電源コネクタと接続します。
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第	2	章	 設置

2-1.	 対応解像度
この製品は次の解像度に対応しています。

○：対応

解像度※1 対応信号 ドット
クロック

垂直走査
周波数 DisplayPort※2 DVI

640×480 VGA

240MHz
（最大）

60Hz ○ ○
720×400 VGATEXT 70Hz ○ ○
800×600 VESA 60Hz ○ ○
1024×768 VESA 60Hz ○ ○
1280×1024 VESA 60Hz ○ ○
1600×1200 VESA 60Hz ○ ○
1536×2048 VESACVTRB 46Hz ― ○
1536×2048 VESACVTRB 60Hz ○ ○
1640×2048 VESACVTRB 43Hz ― ○
1640×2048※3 VESACVTRB 60Hz ○ ○
※1左右画面それぞれの対応解像度です。
※210bitにも対応しています。
※3推奨解像度です。
VESA規格に準拠したグラフィックスボードが必要です。
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2-2.	 接続する
注意点

• コンピュータ、周辺機器の電源は切った状態で接続してください。
• 今まで使用していたモニターをこの製品に置き換える場合、コンピュータと接続する前に対応解像度表を参照し
て、コンピュータの設定を、必ずこの製品で表示できる解像度、垂直走査周波数に変更しておいてください。
参考

• この製品に複数のコンピュータを接続する場合は、取扱説明書（CD-ROM内）を参照して接続してください。

1.	信号ケーブルを信号入力コネクタとコンピュータに接続します。
コンピュータのコネクタの形状を確認して、ケーブルを接続してください。
信号ケーブル接続後、各コネクタの固定ねじを最後までしっかりと回して、確実に固定してくださ
い。
接続例：DisplayPort1-DisplayPort2/DisplayPort1-DVI2/DVI1-DisplayPort2/DVI1-DVI2

デジタル接続
（DisplayPort）の場合

信号ケーブル：DisplayPort-DisplayPort
（付属）

デジタル接続
（DVI）の場合

信号ケーブル：DVI-D-DVI-D（DualLink）
（付属）

2.	ACアダプタの電源ケーブルをモニターの電源コネクタに接続します。
注意点

• ACアダプタの主電源を入れた状態で、ケーブルを挿したり抜いたりしないでください。
• ACアダプタの設置方向を間違えないでください。「EIZO」が表示されている面が上面となります。

モニターのコネクタの形状を確認して、電源ケーブルを接続してください。
電源ケーブルの固定ねじを最後までしっかりと回して、確実に固定してください。

モニターへ接続

3.	電源コードホルダーを取り付けます（「2-4.	電源コードホルダーを取り付ける」
（P.16）参照）。

4.	付属の電源コードをACアダプタの電源コネクタと電源コンセントに接続します。
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5.	ACアダプタの主電源を入れます。
ー：オン、○：オフ

6.	RadiCS	LEまたはScreenManager	Pro	for	Medicalを使用する場合には、USBケーブ
ルを接続します。

モニターへ接続 コンピュータへ接続

7.	 	に触れて、モニターの電源を入れます。
モニターの電源ランプが緑色に点灯します。

8.	コンピュータの電源を入れます。
画面が表示されます。
電源を入れても画面が表示されない場合には、「第3章画面が表示されない場合には」（P.17）
を参照してください。

注意点

• 使用後は、電源を切ってください。
• 完全な省電力のためにはモニターの電源を切ることをお勧めします。ACアダプタの主電源を切るか、電源プラグ
を抜くことで、確実にモニター本体への電源供給は停止します。
参考

• モニターを長くお使いいただくため、また、輝度劣化および消費電力抑制のために次のことをおこなってくださ
い。
- コンピュータのパワーセーブ機能を使用する。
- 使用後は、モニターの電源を切る。

2-3.	 高さ、角度を調整する
モニターの左右を両手で持ち、画面の高さや上下左右の角度を作業に適した状態になるように調整しま
す。

注意点

• ケーブル類が正しく接続されているかご確認ください。
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2-4.	 電源コードホルダーを取り付ける
電源コードの抜け防止のため、電源コードホルダーを取り付けます。

注意点

• 取り付けは、ACアダプタの主電源をオフまたは電源ケーブルを電源コンセントに接続する前におこなってくださ
い。

1.	ACアダプタの電源コード取り付け穴に付属の電源コードホルダーを取り付けます。

2.	次の図を参照して、電源コードホルダーを固定する位置を調整します。

（1）電源コードホルダーのレバーを下げます。

（2）固定位置を調整します。

3.	電源コードが抜けないよう電源コードホルダーを固定します。

※確実に固定されたことを確認してください。
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第	3	章	 画面が表示されない場合には
症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店またはEIZOサポートにご相談ください。

症状 原因と対処方法
1.	 画面が表示されない
• 電源ランプが点灯しない

• 電源コードおよびアダプタ電源ケーブルは正しく接続さ
れていますか。
• ACアダプタの主電源を入れてください。
• に触れてください。
• ACアダプタの主電源を切り、数分後にもう一度電源を入
れてみてください。

• 電源ランプが点灯：緑色 • 調整メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」、
「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。詳細は、
設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。
• ACアダプタの主電源を切り、もう一度電源を入れてみて
ください。

• 電源ランプが点灯：橙色 • 入力信号を切り替えてみてください。詳細は、設定マ
ニュアル（CD-ROM内）を参照してください。
• マウス、キーボードを操作してみてください。
• コンピュータの電源は入っていますか。
• 人感センサーを「オン」に設定している場合、省電力
モードに移行している可能性があります。モニターに近
づいてみてください。
• ACアダプタの主電源を切り、もう一度電源を入れてみて
ください。

• 電源ランプが点滅：橙色、緑色 • DisplayPort接続している機器に問題があります。問題を
解決し、モニターの電源を入れなおしてみてください。
詳細はDisplayPort接続している機器の取扱説明書を参照
してください。

2.	 次のようなメッセージが表示される この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく
入力されないときに表示されます。

• 信号が入力されていない場合の表示です。
例：

• コンピュータによっては電源を入れても信号がすぐに出
力されないため、左のような画面が表示されることがあ
ります。
• コンピュータの電源は入っていますか。
• 信号ケーブルは正しく接続されていますか。
• 入力信号を切り替えてみてください。詳細は、設定マ
ニュアル（CD-ROM内）を参照してください。
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症状 原因と対処方法
• 入力されている信号が周波数仕様範囲外であ
ることを示す表示です。（範囲外の周波数は
マゼンタで表示されます。）
例：

fD：ドットクロック
fH：水平走査周波数
fV：垂直走査周波数

• コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、
垂直走査周波数になっていますか（「2-1.対応解像度」
（P.13）参照）。
• コンピュータを再起動してみてください。
• グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な
設定に変更してください。詳細はグラフィックスボード
の取扱説明書を参照してください。

	●エラーコード表

エラーコード 詳細
0*** • SelfCalibration時に発生したエラー
1*** • 階調チェック時に発生したエラー
*1** • DICOMで発生したエラー
*2** • Customで発生したエラー
*3** • CAL1で発生したエラー
*4** • CAL2で発生したエラー
*5** • CAL3で発生したエラー
**10 • 製品の最大輝度が目標輝度よりも低くなっている可能性があります。

• 目標輝度を下げてみてください。
**11 • 製品の最小輝度が目標最小輝度よりも高くなっている可能性があります。

• 目標最小輝度を上げてみてください
**34 • センサーが正しく動作しなかった可能性があります。

• ACアダプタの主電源を切り、数分後に再度電源を入れてからSelfCalibration/階調
チェックをやり直してみてください。

**61 • センサーが正しく動作しなかった可能性があります。
• センサーの周囲に異物がないか確認してみてください。
• SelfCalibration/階調チェックをやり直してみてください。

**94 • 次の設定になっているため、SelfCalibration/階調チェックが実行できない。
- 左側の画面に信号が入力されておらず、右画面の垂直解像度が2048ドット未満
- 左右画面の垂直解像度が2048ドット未満

**95 • SelfCalibration/階調チェックの実行条件が正しくない可能性があります。
• 実行条件を確認し、設定し直してください。
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第	4	章	 仕様
液晶パネル 種類 RX650: IPS（アンチグレア）

RX650-AR: IPS（アンチリフレクション）
バックライト LED
サイズ 76cm（30.0）型（可視域対角76.1cm）
解像度 3280ドット×2048ライン
表示面積（横×縦） 645.5mm×403.0mm
画素ピッチ 0.197mm
表示色 10bitカラー

（DisplayPort）： 最大10億7,374万色（約680億色中）
8bitカラー
（DVI）： 1,677万色（約680億色中）

視野角
（水平/垂直、標準値）

176˚/176˚

推奨輝度 400cd/m2

応答速度（標準値） 30ms（黒→白→黒）
映像信号 入力端子 DVI-D（DualLink）×2、DisplayPort×2

デジタル走査周波数
（水平/垂直）

水平31～129kHz/垂直29Hz～61Hz（DVI）、59～61Hz
（DisplayPort）
フレーム同期モード対応：29.5Hz～30.5Hz（DVI）、59Hz～61
Hz

USB ポート アップストリーム×1、ダウンストリーム×2
規格 USBSpecificationRev.2.0

電源 電源入力（ACアダプタ） AC100V±10%、50/60Hz、2.３A
電源入力（モニター部） DC24.5V、8.5A
最大消費電力 225W以下
省電力時消費電力 6.0W以下 （DVI入力時、USB機器非接続時、「入力

切替」：「マニュアル」設定時、「DC5V
Output」：「オフ」時

待機時消費電力 6.0W以下 （DVI入力時、USB機器非接続時、「DC5V
Output」：「オフ」時）

機構 外観寸法 692mm×478～612.5mm×331.5mm（幅×高さ×奥行）
外観寸法（モニター部） 692mm×466mm×109mm（幅×高さ×奥行）
外観寸法（ACアダプタ） 148mm×74mm×280mm（幅×高さ×奥行）
質量 約17.6kg
質量（モニター部） 約13.6kg
質量（ACアダプタ） 約2.6kg
昇降 165mm（最大）/126mm（チルト角度0˚時）
チルト 上25˚、下0˚
スウィーベル 344°

動作環境条件 温度 0˚C～35˚C
湿度 20%～80%（R.H.,結露なきこと）
気圧 540hPa～1060hPa

輸送/保存環境条
件

温度 -20˚C～60˚C
湿度 10%～90%（R.H.,結露なきこと）
気圧 200hPa～1060hPa



20 第 4章　仕様

外観寸法
単位：mm
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オプション品

キャリブレーションキット EIZO「RadiCSUX1」Ver.4.3.0以降
EIZO「RadiCSVersionUpKit」Ver.4.3.0以降

ネットワーク品質管理ソフトウェア EIZO「RadiNETPro」Ver.4.3.0以降
EIZO「RadiNETProLite」Ver.4.3.0以降

クリーニングキット EIZO「ScreenCleaner」

オプション品に関する最新情報および最新の対応グラフィックスボード情報は、当社のWebサイトを参照して
ください。
http://www.eizo.co.jp

http://www.eizo.co.jp
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第	5	章	 用語集
DDC（Display	Data	Channel）

VESAによって標準化された、コンピュータとモニター間で設定情報などを双方向にやりとりする
ための国際規格です。

DICOM（Digital	Imaging	and	Communication	in	Medicine）
米国放射線学会（AmericanCollegeofRagiology）と北米電子機器工業会（NationalElectric
ManufacturersAssociation）が開発した医用画像と通信の標準規格です。
DICOMに準拠した機器を相互接続することにより、画像検査情報や画像データの伝送が可能にな
ります。DICOMPart14はDICOM規格の中でデジタル医用画像の視覚的解釈を統一し、グレース
ケールイメージの表示について規格化したものです。

DisplayPort
VESAによって標準化された映像信号のインターフェース規格です。従来のDVIやアナログインター
フェースを置き換える目的で開発され、DVIでは対応していない高解像度の信号や、音声信号を伝
送することができます。また、10bitカラー、著作権保護技術、ロングケーブルなどにも対応して
います。標準サイズとMiniサイズのコネクタが規格化されています。

DVI（Digital	Visual	Interface）
デジタルインターフェース規格の一つです。コンピュータ内部のデジタルデータを損失なくダイレ
クトに伝送できます。
伝送方式にTMDS、コネクタにDVIコネクタを採用しています。デジタル信号入力のみ対応のDVI-D
コネクタと、デジタル/アナログ信号入力可能なDVI-Iコネクタがあります。

DVI	DMPM（DVI	Digital	Monitor	Power	Management）
デジタルインターフェースの省電力機能のことです。モニターのパワー状態についてはモニターオ
ン（オペレーションモード）とアクティブオフ（省電力モード）が必須となっています。

HDCP（High-bandwidth	Digital	Content	Protection）
映像や音楽などのデジタルコンテンツの保護を目的に開発された、信号の暗号化方式。
DVIコネクタやHDMIコネクタなどを経由して送信されるデジタルコンテンツを出力側で暗号化し
入力側で復号化することによりコンテンツを安全に伝送できます。
出力側と入力側の双方の機器がHDCP対応していないと、コンテンツを再生できない仕組みになっ
ています。

sRGB（Standard	RGB）
周辺機器間（モニター、プリンタ、デジタルカメラ、スキャナなど）の「色再現性、色空間」を統
一する目的で成立した国際基準のことです。インターネット用の簡易的な色合わせの手段として、
インターネットの送り手と受け手の色を近い色で表現できます。
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色温度
白色の色合いを数値的に表したものを色温度といい、K：Kelvin（ケルビン）で表します。炎の温
度と同様に、画面は温度が低いと赤っぽく表示され、高いと青っぽく表示されます。
5000K：やや赤みがかった白色
6500K：昼光色と呼ばれる白色
9300K：やや青みがかった白色

解像度
液晶パネルは決められた大きさの画素を敷き詰めて、その画素を光らせて画像を表示させていま
す。この機種の場合は横3280個、縦2048個の画素がそれぞれ敷き詰められています。このため、
左右2画面で3280×2048の解像度であれば、画像は画面全体（1対1）に表示されます。

ガンマ
一般に、モニターは入力信号のレベルに対して非直線的に輝度が変化していきます。これをガンマ
特性と呼んでいます。画面はガンマ値が低いとコントラストが弱く、ガンマ値が高いとコントラス
トが強くなります。

ゲイン
赤、緑、青それぞれの色の値を調整するものです。液晶モニターではパネルのカラーフィルタに光
を通して色を表示しています。赤、緑、青は光の3原色であり、画面上に表示されるすべての色は
3色の組み合わせによって構成されます。3色のフィルタに通す光の強さ（量）をそれぞれ調整す
ることによって、色調を変化させることができます。



24 付録

付録

商標
HDMI、HDMIHigh-DefinitionMultimediaInterfaceおよびHDMIロゴは、HDMILicensing,LLCの米国およ
びその他の国における登録商標または商標です。
DisplayPortコンプライアンスロゴ、VESAはVideoElectronicsStandardsAssociationの登録商標です。
Acrobat、Adobe、AdobeAIR、PhotoshopはAdobeSystemsIncorporated（アドビ　システムズ社）の
米国およびその他の国における登録商標です。
AMDAthlon、AMDOpteronはAdvancedMicroDevices,Inc.の商標です。
Apple、ColorSync、eMac、iBook、iMac、iPad、Mac、MacBook、Macintosh、MacOS、PowerBook、
QuickTimeはAppleInc.の登録商標です。
ColorMunki、Eye-One、X-RiteはX-RiteIncorporatedの米国および/またはその他の国における登録商標
または商標です。
ColorVision、ColorVisionSpyder2はDataColorHoldingAGの米国における登録商標です。
Spyder3、Spyder4はDataColorHoldingAGの商標です。
ENERGYSTARは米国環境保護庁の米国およびその他の国における登録商標です。
GRACoL、IDEAllianceはInternationalDigitalEnterpriseAllianceの登録商標です。
JapanColor、ジャパンカラーは一般社団法人日本印刷産業機械工業会および一般社団法人日本印刷学会
の日本登録商標です。
JMPAカラーは社団法人日本雑誌協会の日本登録商標です。
NECは日本電気株式会社の登録商標です。
PC-9801、PC-9821は日本電気株式会社の商標です。
NextWindowはNextWindowLtd.の商標です。
Intel、IntelCore、PentiumはIntelCorporationの米国およびその他の国における登録商標です。
PowerPCはInternationalBusinessMachinesCorporationの登録商標です。
PlayStation、PS3、PSP、プレイステーションは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登
録商標です。
RealPlayerはRealNetworks,Inc.の登録商標です。
TouchWareは3MTouchSystems,Inc.の商標です。
Windows、WindowsMedia、WindowsVista、SQLServer、Xbox360は米国MicrosoftCorporationの米
国およびその他の国における登録商標です。
YouTubeはGoogleInc.の登録商標です。
FirefoxはMozillaFoundationの登録商標です。
Kensington、MicroSaverはACCOBrandsCorporationの登録商標です。
EIZO、EIZOロゴ、ColorEdge、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiCS、RadiForce、RadiNET、Raptor、
ScreenManagerはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。
ColorNavigator、EcoViewNET、EIZOEasyPIX、EIZOScreenSlicer、i・Sound、ScreenAdministrator、
UniColorProはEIZO株式会社の商標です。
C@T-one、FlexViewはEIZO株式会社の日本登録商標です。
その他の各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。
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ライセンス
この製品上で表示される文字には、株式会社リコーが制作したビットマップフォント丸ゴシックボール
ドを使用しています。

VCCI
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま
す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
また、製品の付属品（ケーブル含む）や当社が指定するオプション品を使用しない場合、VCCIの技術基
準に適合できない恐れがあります。

VCCI-B

医療規格
この製品を用いる装置を設計、使用する場合は、IEC60601-1-1の規格要求に従ってください。

その他規格
この装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格
を満足しております。しかし、規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあ
ります。
この装置は、高調波電流を抑制する日本工業規格JISC61000-3-2に適合しております。
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中国RoHS
关于电子信息产品污染控制标识

本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的

数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会

产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

•有毒有害物质或元素的名称及含量 

部件名称 有毒有害物质或元素

铅
（Pb）

汞
（Hg）

镉
（Cd）

六价铬
（Cr（VI））

多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚
（PBDE）

印刷电路板 × ○ ○ ○ ○ ○

机箱 ○ ○ ○ ○ ○ ○

液晶显示器 × ○ ○ ○ ○ ○

其他 × ○ ○ ○ ○ ○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
(企业可在此处 ,根据实际情況对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明 )
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アフターサービス
この製品のサポートに関してご不明な場合は、EIZOサポートネットワーク株式会社（EIZOサポート）にお
問い合わせください。EIZOサポート一覧は別紙の「お客様ご相談窓口のご案内」に記載してあります。

修理を依頼されるとき
• 保証期間中の場合
保証書の規定に従い、EIZOサポートにて修理または交換をさせていただきます。お買い上げの販売
店、またはEIZOサポートにご連絡ください。
• 保証期間を過ぎている場合
お買い上げの販売店、またはEIZOサポートにご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費
用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容
• お名前、ご連絡先の住所、電話番号/FAX番号
• お買い上げ年月日、販売店名
• 製品名、製造番号
（製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。
例）S/N12345678）
• 使用環境（コンピュータ/グラフィックスボード/OS、システムのバージョン/表示解像度など）
• 故障または異常の内容（できるだけ詳細に）

修理について
• 修理の際に当社の品質基準に達した再生部品を使用することがありますのであらかじめご了承くだ
さい。

製品回収、リサイクルシステムについて
パソコン及びパソコン用モニターは「資源有効利用促進法」の指定再資源化製品に指定されてお
り、メーカーは自主回収及び再資源化に取り組むことが求められています。
当社製品は、業界団体「パソコン3R推進協会」が回収させていただきます。
回収を希望されるお客様は当社のWebサイトよりお申し込みください。
（http://www.eizo.co.jp）

※この製品は業務用途を意図した製品ですので、ご使用後廃棄される場合は有償となります。

http://www.eizo.co.jp


1. 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合および推奨
     輝度に満たない場合、無料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えてお買い上
     げの販売店またはEIZOサポートまでお申しつけください。
2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。 　
 ● 保証書のご提示がない場合
 ● 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
 ● 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷 　
 ● お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷 　
 ● 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷 
 ● 車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 ● 電池の液漏れによる故障及び損傷
 ● 液晶パネル、バックライトの経年劣化（色の変化、色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）  
 ● センサーの経年劣化
 ● 取扱説明書に記載の推奨輝度を超えて使用されている場合
 ● 外装品（液晶パネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化
 ● 付属品（リモコン、ケーブル、取扱説明書など）の交換
 ● 当社指定の消耗品（電池、スイッチ/ボタン/レバー類、回転部など）
 ● 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
3. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
4. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

 * 保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後
  の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店またはEIZOサポートまでお問い合わせください。

 * 当社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低
  7年間保有しています。補修用性能部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合が
  ありますので、EIZOサポートにご相談ください。

保証規定

保証書
この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ず製品名・製造番号（S/N）・お名前・ご住所・
電話番号・お買い上げ年月日・販売店の記入をご確認ください。

※ただし、輝度の保証期間は取扱説明書に記載の推奨輝度以下でのご使用の場合に限定され、お買い上げの日
    より5 年間かつ製品使用時間が20,000 時間以内（輝度400cd/m2 かつ色温度7500K 時）です。

お買い上げの日より　  5 　年間※
保証
期間

製品名

（製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。例）S/N 12345678）

お
客
様

フリガナ
お名前

ご住所　〒

TEL 　（　　　　　　）

販
売
店

お買い上げ年月日　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

住所 ・ 店名 ・ TEL ・ 担当者

様

製造番号

http://www.eizo.co.jp

〒924-8566　石川県白山市下柏野町 153 番地

Printed in Japan.
00N0L842C2

(U.M-RX650-JA)
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