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安全上の注意

安全な操作方法とメンテナンスについて

警告：本書に記載のない操作方法で本製品を使用した場合、故障や感電・火災を引き起こす可能性があります。

ディスプレイを使用する際には、以下の指示に従って下さい。
操作時 :
• ディスプレイは直射日光の当たらない場所や、熱を発する機器から離れた場所に設置して下さい。
• ディスプレイの通気口は塞がないで下さい。
• ディスプレイ内部の冷却の妨げになるため、通気口付近には物を置かないで下さい。
• ディスプレイを設置する際、電源プラグとコンセントが容易に届く位置にあることをご確認下さい。
• 電源コードを取り外すことにより、ディスプレイの電源をオフにした場合には、6 秒以上待ってから電源コードを再び取り付けて 
操作を行って下さい。

• 専用の電源コードを必ずご使用下さい。電源コードを紛失された場合、当社指定のサポートセンターにご連絡下さい。
• ディスプレイの操作中に、強い振動や衝撃を与えないで下さい。
• 操作中あるいは運搬中に、ディスプレイを叩いたり落としたりしないで下さい。

メンテナンス :
• ディスプレイを損傷から保護するために、LCD パネル部分に強い圧力をかけないで下さい。ディスプレイを運ぶ際には、フレーム 
を掴んで持ち上げるようにし、LCD パネル部分に触れないようご注意下さい。

• 長期間使用しない場合は、ディスプレイの電源プラグを抜いて下さい。
• 湿った布などでディスプレイを拭く場合、電源プラグを抜いて下さい。電源をオフにした状態で、ディスプレイを乾いた布で拭く 
ことはできますが、アルコール、アンモニアなどの有機溶剤の使用は絶対におやめ下さい。

• 故障や感電を防ぐため、ディスプレイについたほこりやゴミは拭き取って下さい。また雨や水を避けるなど、湿気の多い環境に 
置かないで下さい。

• ディスプレイが濡れてしまった場合、速やかに乾いた布で拭いて下さい。
• ディスプレイに異物や水が混入してしまった場合、速やかに電源をオフにし、電源コードを抜いて下さい。異物や水を完全に取り
除いた後、当社指定のサポートセンターにご連絡下さい。

• 直射日光や極度な高温・低温にさらされる場所でディスプレイを使用・保管しないで下さい。
• より長くディスプレイのパフォーマンスを維持するために、以下の範囲の温度および湿度での使用を推奨します。

 - 温度 : 0~40ºC

 - 湿度 : 20~80% RH

重要：ディスプレイを電源を入れた状態で長時間使用しない場合、スクリーンセーバー機能をご活用下さい。静止画像を長時間表示 
する場合、定期的にスクリーンをリフレッシュするアプリケーションをご使用下さい。静止画像を長時間連続して表示すると、画面 
に残像が残る、「焼き付き」現象が生じる場合があります。一般的に電源をオフにすれば時間の経過と共に和らぎますが、場合に 
よっては改善されないことがあります。

警告：「焼き付き」が著しく悪化した場合、修理ができかねます。「焼き付き」は、当社の保証の対象外となりますので、ご注意下さい。

サービス :
• ディスプレイのケースカバーの取り外しは、専門のスタッフにご相談下さい。
• 修理が必要な場合は、当社指定のサポートセンターにお問い合わせ下さい。
• ディスプレイを直射日光にさらさないで下さい。

本書に従ってもディスプレイが正常に動作しない場合、当社指定のサポートセンターにお問い合わせ下さい。

アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行って下さい。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてか
ら行って下さい。

※本製品は VCCI-classB準拠となります。測定時は、電源ケーブルと D-subケーブルを 1.8mおよび 1.5m、RS232Cケーブルを 3.0m
の長さで測定しております。
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1. 開梱と設置

1.1. 開梱
• 本ディスプレイは、標準アクセサリーと共に専用の箱に梱包されています。
• オプションのアクセサリーは、別途ご購入が必要です。
• 本ディスプレイは、サイズが大きく重いため、2人以上でお運び下さい。
• 開梱後、内容物に不足がなく、状態に問題がないことをご確認下さい。

1.2. 梱包箱に含まれているもの
以下のアクセサリーに不足がないかご確認下さい。

• LCDディスプレイ
• CD ROM
• リモコン（単 4乾電池）
• 電源コード (3 m)
• D-subケーブル (4 m)
• RS232ケーブル (3 m)
• デイジーチェーンケーブル (1.8 

m)
• クイックスタートガイド
• エッジアラインメントキット 1: 
１個

• エッジアラインメントキット 2: 2
個

• つまみねじ : 8個
•	 Philipsロゴ：１個

* 付属電源コードは目的地によって異なります。

電源コード

D-subケーブル

CD ROM

クイックスタートガイド

エッジアラインメントキット1

エッジアラインメントキット2

つまみねじ

リモコンと単4乾電池

RS232ケーブル

デイジーチェーンケーブル

Philips ロゴ: 1PC

 

注意 :
• 他の国・地域で使う場合は、当該地域の安全基準に則した電源プラグ及び電源コードを使用する必要があります。
• 本製品を運搬する際は、専用の梱包箱と梱包材の使用を推奨します。

1.3. 設置に関する注意
• 消費電力量の多い製品ですので、本ディスプレイ用に設計された専用の電源プラグをご使用下さい。 
コードの延長が必要な場合は、代理店または設置サービス事業者にご相談下さい。

• 本ディスプレイを設置する場合は、傾斜面を避け、平らな面に設置して下さい。ディスプレイの背面と壁は、適度に空気が循環す
る距離を保つ必要があります。使用している電子部品の寿命を短縮する恐れがあるため、本ディスプレイを台所や浴室など湿度の
高い場所に設置しないで下さい。

• 本製品は、標高 3,000m以下での使用を想定しています。
• 標高 3,000m以上で使用する場合、何らかの異常が生じる可能性があります。

※  取扱説明書の最新版並びに各種関係ソフトウェアの最新版は、
      以下 URLにアクセスして頂き、ダウンロ－ドして入手をお願い致します。
      ご不明な点は Philipsサポートセンターへお問い合わせください。
      URL  http://www.philips.co.jp/
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1.4. テーブルスタンド (オプション )の設置と取り外し
テーブルスタンドを設置する :
1. ディスプレイの電源がオフになっていることを確認します。
2. 平らな面に保護シートを広げます。
3. 運搬用ハンドルをつかみ、ディスプレイ面を下に向けて保護シートの上に置きます。
4. ガイドブロックにスタンドを挿入した後、ねじで固定します。
注記 :   スタンドの足の長い方を、ディスプレイの前面に向けます。

蝶ねじ

長い方を前面に向ける

テーブルスタンド

ガイドブロック

運搬用ハンドル

テーブルスタンドを取り外す :
1. ディスプレイの電源をオフにします。
2. 平らな面に保護シートを広げます。
3. 運搬用ハンドルをつかみ、ディスプレイ面を下に向けて保護シートの上に置きます。
4. ドライバーを使ってねじを取り外し、再使用する場合に備えて保管します。
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1.5. 壁に取り付ける
本ディスプレイを壁に取り付けるには、標準の壁掛け用取付金具（市販品）を購入する必要があります。

保護シート

VESA

卓上スタンドテーブル

1. 梱包時に本ディスプレイを覆っていた保護シートをテーブル上に敷き、画面表面に傷が付かないように画面表面を下にします。
2. 壁掛け用取付金具、天井用取付金具、テーブルスタンドなどに不足がないかご確認下さい。
3. 取り付けにあたっては取付金具に同梱の説明書をよくお読み下さい。 
取付手順を誤ると、破損や作業者の怪我につながる恐れがあります。誤った取付方法が原因で生じた破損は、当社の保証の対象外
となりますので、ご注意下さい。

4. 壁掛け用取付金具には、M6 取付ねじ（取付ブラケットの厚さより 10mm以上長いもの）を使用し、しっかりと固定して下さい。

1.5.1. VESA規格取付穴
BDL5580VL 400(横） x 200（縦）mm

200(横） x 200（縦）mm
400(横） x 400（縦）mm

注意：
本ディスプレイの落下を防止するために :
• 本ディスプレイをしっかりと固定できる取付金具をお選び下さい。設置方法については、取付金具に同梱の取扱説明書をご参照下
さい。

• 地震などの天災発生時の製品落下による破損や怪我を最小限に抑えるため、設置については取付金具メーカーや設置サービス事業
者にご相談の上、行って下さい。

設置場所を決める際の換気要件
熱がこもるのを防ぐため、右図のように、ディスプレイの
周囲に十分なスペ ースを確保して下さい。

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm
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1.6. 縦向きの設置について
本ディスプレイは、縦向きの位置に設置することができます。
1. テーブルスタンドが取り付けられている場合、取り外します。
2. ディスプレイ面と向き合って 90度時計回りに回転させます。ディスプレイの裏面に向き合うと、「 」ロゴの頭文字「P」が
下側に位置します。

90 90
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1.7. エッジアラインメントキットの使用法

1.7.1. エッジアラインメントキットを取り付ける
• エッジアラインメントキットを取り付ける前に、ディスプレイをビデオウォールのフレームに正しく取り付けられていることをご
確認下さい。

• 4 個の M4 つまみねじで「エッジアラインメントキット 1」を取り付けます。
• 隣接する 4台のディスプレイに、「エッジアラインメントキット 1」を取り付けます。

1 2

4 3
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• 隣接する 2台のディスプレイに、「エッジアラインメントキット 2」を取り付けます。
• 2個の M4つまみねじで「エッジアラインメントキット 2」を取り付けます。

長い方の端をディスプレイの外側に向けます。

注記 :  エッジアラインメントキットを取り付ける際は、専門の設置業者にお問い合わせ下さい。専門業者による設置ではない場合、
当社は設置に対する賠償責任を一切負いません。
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2. 各部の機能

2.1. コントロールパネル

1 2 3 4 5 6 7 8

MUTE INPUT MENU

9

1  [ ]電源ボタン
ディスプレイの電源を入れたり、スタンバイにする際に使
用します。

2  [MUTE]ボタン
音声のミュートのオンとオフを切り替えます。

3  [INPUT]ボタン
入力ソースを選択する際に使用します。
• OSDメニューでは OKボタンとしても使用します。

4  [ ]ボタン
OSD メニューの各種項目を調節する際に使用します。 
OSD メニューが表示されていないときは、音声出力レベル
を上げるボタンとして使用します。

5  [ ]ボタン
OSD メニューの各種項目を調節する際に使用します。 
OSD メニューが表示されていないときは、音声出力レベル
を下げるボタンとして使用します。

6  [ ]ボタン
OSD メニューの各種調節項目を選択する際に使用します。

7  [ ]ボタン
OSD メニューの各種調節項目を選択する際に使用します。

8  [MENU]ボタン
OSD メニュー表示時に押すと、ひとつ前のメニューに戻り 
ます。OSD メニューが表示されていないときに押すと、
OSD メニューが表示されます。

9   リモコンセンサーと電源状態インジケーター
• リモコンからの信号を受信します。
• OPS が取り付けられていない場合のランプ表示：

 - 緑：ディスプレイの電源がオンのとき
 - 赤：ディスプレイがスタンバイモードのとき
 - 緑の点滅：ディスプレイが APMモードの時
 - 赤の点滅：故障が検出されたとき
 - 消灯：ディスプレイの電源がオフのとき
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2.2. 入力 /出力端子

24

25

20
21

22

23

1
2 5

8
189 14

10 11 12 13 15 164 17
7

6 193

1  AC入力
AC電源プラグを接続します。

2  主電源
主電源のオンとオフを切り替えます。

3  AC出力
メディアプレーヤーに AC電源を供給できます

4  IR入力 / 5  IR出力
ループスルー機能向けの IR信号入力 / 出力端子です。
注記： 
ジャック [IR IN]が接続されている場合、本ディスプレイの
リモコンセンサーは機能を停止します。 
本ディスプレイを使ってお持ちのＡＶ機器をリモート操作す
るには、16ページの IRパススルー接続を参照してください。

6  RS232C 入力 / 7  RS232C 出力
ループスルー機能向けの RS232Cネットワーク入力 / 出力端
子です。

8  RJ-45
コントロールセンターからリモコン信号を使用するための
LAN制御用端子です。

9  HDMI1 (ver1.4) 入力 / 10  HDMI2 (ver1.4) 入力
HDMIビデオ /音声入力端子です。

11  DVI入力
DVI-Dビデオ入力端子です。

12  DVI出力 / VGA出力
DVIおよび VGAビデオ出力端子です。

13  DisplayPort (ver1.1と ver1.2)入力 / 14  DisplayPort  
     (ver1.1と ver1.2)出力

DisplayPortビデオ入力 /出力端子です。

15  VGA入力 (D-Sub)
VGAビデオ入力端子です。

16  コンポーネント入力 (BNC)
コンポーネント YPbPrビデオソース入力端子です。

17  Y/CVBS
ビデオソース入力端子です。

18  音声入力 (ステレオミニジャック )
VGA音声入力 (3.5mmステレオ )端子です

19  スピーカースイッチ
内部スピーカーのオンとオフを切り替えます。

20  音声入力
内部 AVデバイスからの音声 (RCA)入力端子です。

21  音声出力
外部 AV機器への音声出力端子です。

22  USBポート
USBストレージデバイスを接続します。

23  スピーカー出力
外部スピーカへの出力端子です。

24  ケンジントンロック
安全および盗難防止用に使用します。

25  OPSスロット
オプションのOPSモジュールを取り付けるためのスロット。
注記：Advantech ARK-DS220B-D6A1E または Winmate 
OMIS-OPS モジュールの 2機種については動作確認をして
おります。
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2.3. リモコン

2.3.1. 各ボタンの役割

1

14

15

16

10

2

3

4

5

6

7

8

9

11
10

12

13

1  [ ]電源ボタン
電源をオンまたはオフ ( スタンバイモード )にします。

2  再生ボタン
メディアファイルの再生を操作します。

3  [ ]SOURCE (ソース )ボタン
入力ソースを選択します。[ ]または [ ]ボタンを
押してUSB、ネットワーク、HDMI 1、HDMI 2、
DisplayPort、Card OPS、DVI-D、YPbPr、AVおよび
VGAを選択します。[OK]ボタンを押して確認し、終了し
ます。

4  [ ]ホームボタン
OSDメニューにアクセスします。

5  [ ]LIST ボタン
この機能は本ディスプレイ商品では有効になっておりませ
ん。

6  [ ] [ ] [ ] [ ]ナビゲーションボタン
メニューを移動して項目を選択します。

7  [ ]ボタン
入力または選択を確定します。

8  [ ] ADJUST (調整 )ボタン
現在選択可能なオプションを操作します。画像および音声
メニュー用。

9  [ ] BACKボタン
直前に選択したメニューに戻る、または直前の機能を終了
します。

10  [ ] [ ] VOLUME (音量 )ボタン
音量を調節します。

11  [ ]消音ボタン
消音機能をオンまたはオフにします。

12  [ ] [ ] [ ] [ ]色ボタン
タスクやオプションを選択します。

13  [NUMERIC]ボタン
ネットワーク設定の際にテキストを入力します。

14  [ ] FORMAT (フォーマット )ボタン
画像フォーマットを変更します。

15  [ ] INFO (情報 )ボタン
現在実行しているアクティビティの情報を表示します。

16  [ ] OPTIONS (オプション )ボタン
現在選択可能なオプションを操作します。画像および音声
メニュー用。
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2.3.2. リモコンに乾電池を挿入する
リモコンは 1.5V単 4乾電池 2本で作動します。

以下に従い、乾電池を入れて下さい。
1. カバーを押してスライドさせ、電池ケースを開いて下さい。
2. 電池ケース内の「+」と「-」に合わせて乾電池を入れて下さい。
3. カバーを閉じて下さい。

注意：
乾電池を間違って使用すると、液漏れまたは破裂することがあります。以下の指示に必ず従って下さい：
• 単 4乾電池の (+)と (-)記号が、電池ケース内の (+)と (-)記号に合うようにしてセットします。
• 異なる種類の乾電池を一緒に使用しないで下さい。
• 新しい乾電池と古い乾電池を一緒に使用しないで下さい。乾電池の寿命が短くなったり、液漏れの原因となります。
• 使用済みの乾電池は液漏れの原因となるため、使用しないで下さい。肌にダメージを与えることがあるため、乾電池の漏れた酸に
触れないで下さい。

注記 :  長期間リモコンを使用しない場合、乾電池を取り出して下さい。

2.3.3. リモコンの取り扱いについて
• 強い衝撃を与えないで下さい。
• 水などの液体をリモコンにかけないで下さい。リモコンが濡れたときには、速やかに拭いて乾かして下さい。
• 熱と蒸気を避けて下さい。
• 乾電池を入れるとき以外は、リモコンのカバーを開けないで下さい。

2.3.4. リモコンの動作範囲
リモコンを操作をするときは、リモコンの上部をディスプレイのリモコンセン
サーに向け、リモコンセンサーから 8メートル未満、水平方向と垂直方向それ
ぞれ 30度未満の範囲内でご使用下さい。
注記 :  リモコンセンサーに直射日光や強い照明が当たっていたり、信号の経

路に障害物がある場合は、リモコンが適切に作動しないことがありま
す。

30 30
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3. 外部装置を接続する

3.1. 外部機器 (DVD/VCR/VCD)の接続

3.1.1. コンポーネントビデオ入力

DVD / VCR / VCD

(YPbPr)

コンポーネント出力
(YPbPr)

音声出力

[R]

[L]
音声入力

コンポーネント入力

3.1.2. ビデオソース入力

DVD / VCR / VCD

Y/CVBS出力

音声出力

[R]

[L]
音声入力

Y/CVBS入力
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3.1.3. HDMIビデオ入力

DVD / VCR / VCD

HDMI出力

HDMI入力

3.2. PCの接続

3.2.1. VGA入力

PC

VGA出力 
D-Sub 15ピン

音声出力

VGA入力 VGA音声入力

3.2.2. DVI入力

PC

DVI出力

音声出力

VGA音声入力DVI入力
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3.2.3. HDMI入力

PC

HDMI出力

HDMI入力

3.2.4. DisplayPort入力

PC

DisplayPort出力

DisplayPort 入力

3.3. オーディオ機器の接続

3.3.1. 外部スピーカーの接続

外部スピーカー
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3.3.2. 外部オーディオ装置の接続

ステレオアンプ

音声入力

音声出力

3.4. デイジーチェーン構成で複数のディスプレイを接続する
ビデオウォールなどの用途向けに、複数のディスプレイを相互接続しデイジーチェーン構成が可能です。
注記 :  DVI接続によって最大 25面（5x5）のデイジーチェーンを組むことができます。また VGA接続によって最大 9面のデイジー

チェーンを組むことができます。

3.4.1. ディスプレイコントロール接続
ディスプレイ 1の [RS232C 出力 ]コネクタと ディスプレイ 2の [RS232C 入力 ]コネクタとを接続します。

ディスプレイ1 ディスプレイ2

PC

RS-232C入力
RS-232C出力

RS-232C出力 RS-232C入力

3.4.2. デジタルビデオ接続
ディスプレイ 1の [DVI/VGA出力 ]コネクタと ディスプレイ 2の [DVI 入力 ]コネクタとを接続します。

ディスプレイ1 ディスプレイ2

PC

DVI入力
DVI出力

VGA/VGA出力 DVI入力
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ディスプレイ 1の [DP 出力 ]コネクタを ディスプレイ 2の [DP 入力 ]コネクタに接続します。

ディスプレイ1 ディスプレイ2

PC

DP入力
DP出力

DP出力 DP入力

ディスプレイ 1の [DVI 出力 ]コネクタを ディスプレイ 2の [DVI入力 ]コネクタに接続します。

ディスプレイ1 ディスプレイ2

DVI入力
HDMI出力

DVI出力 DVI入力

DVD / VCR / VCD

3.4.3. アナログビデオ接続
ディスプレイ 1の [DVI/VGA出力 ]コネクタと ディスプレイ 2の [VGA 入力 ]コネクタとを接続します。

ディスプレイ1 ディスプレイ2

PC

VGA入力
VGA出力

DVI/VGA出力 VGA入力

3.5. IR 接続

ディスプレイ1 ディスプレイ2

IR入力 IR出力 IR入力

外部リモコン
受信機

注記 :  [IR 入力 ] が接続されている場合、本ディスプレイのリモコンセンサーは機能を停止します。
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3.6. IR パススルー接続

DVD / VCR / VCD

(DVD / VCR / VCD)

IR出力 IR入力

3.7. ケーブルを使ったネットワーク接続
本製品をホームネットワークに接続すると、お使いのコンピュータから写真や音楽、動画の再生ができます。詳細については「ローカ
ルエリア ネットワークを経由してマルチメディア ファイルを再生する」(17 ページ ) を参照してください。

PC

RJ-45RJ-45 ルーター

インターネット

ネットワークを設定するには、
1. ルーターの電源を入れ、DHCP 設定を有効にします。
2. イーサネットケーブルを使って、ルーターを本ディスプレイに接続します。
3. リモコンの [ ] ホーム ボタンを押した後に、Setup (セットアップ )を選択します。
4.  Connect to network (ネットワークに接続する )を選択して、[OK]ボタンを押します。
5. スクリーン上の説明に従ってネットワークをインストールします。
6. 本ディスプレイがネットワーク接続を検出するまで待ちます。
7. 表示があれば、「End User Licence Agreement」に同意します。
注記 :  EMCに準拠するため、シールドされた CAT-5 イーサネットケーブルを使って接続してください。

リモコン
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4. 取り扱い
注記：  この章で説明されている操作ボタンは、特に記述のない限

りリモコン上にあるボタンを指します。

4.1. 接続されたビデオソースを見る
外部機器の接続に関しては、11 ページを参照してください。
1.   [ ] SOURCE (ソース ) ボタンを押します。
2. [ ] または [ ]ボタンを押してデバイスを選択し、[OK]ボタン
を押します。

4.2. 画像フォーマットを変更する
ビデオソースに合わせて画像フォーマットを変更することができま
す。それぞれのビデオソースに対して、使用可能な画像フォーマッ
トがあります。
使用可能な画像フォーマットはビデオソースによって異なります。
1. [ ] FORMAT ボタンを押します。
2. [ ] または [ ]ボタンを押して画像フォーマットを選択し、[OK]
ボタンを押します。
• {オートズーム }: スクリーンいっぱいに拡大します。スク
リーンの歪みを最小にすることをお勧めします。HDや PC
にはご利用できません。

• {16:9}: 4:3形式を 16:9形式に調整します。HDや PCには
ご利用できません。

• {ワイド }: ワイドスクリーン形式を、コンテンツを拡大せ
ずに表示します。HDや PCにはご利用できません。

• {DOT BY DOT}: PC画像の細部が最大限に表示されます。
{画像 } メニューで PCモードを選択した時のみ利用できま
す。

• {4:3}: 従来の 4:3形式で表示します。
• {Custom Zoom}: サブメニューの CUSTOM ZOOMでカスタ
ムズーム設定を適用します。

4.3. ローカルエリア ネットワークを経由して
マルチメディア ファイルを再生する

ローカルエリア ネットワークを経由してファイルを再生するに
は、以下が必要です。
• ホームネットワーク接続。ユニバーサル プラグアンドプレイ

(uPnP) 対応ルーターに接続します。
• オプション : 本ディスプレイをホームネットワークに接続する
ための LAN ケーブル。

• コンピュータで稼働するメディアサーバー。
• メディアサーバーを実行可能にするコンピュータのファイアウ
ォールの設定。

4.3.1. ネットワークの設定
1. 本ディスプレイとコンピュータを同じホームネットワークに接
続します。本ディスプレイをネットワークに接続するには、下
図を参照してください。

2. コンピュータとルーターの電源を入れます。

• 単一ディスプレイの設定

PC

RJ-45RJ-45 ルーター

• 複数ディスプレイの設定

PC

RJ-45 RJ-45

ディスプレイ1

RJ-45

ディスプレイ2

ルーター

注記：  外部からの電気的妨害（例：静電放電）により本ディスプ
レイが DLNAモードに戻らない場合は、ご自身で戻して頂
く必要があります。

メディア共有を設定する
1. メディアファイルを共有するため、コンピュータにメディアサ
ーバーをインストールします。以下はメディアサーバーの一例
です。
• PC用：Windows Media Player 11 (またはそれ以上 ) およ
び TVersity

• Mac用：Twonky

2. メディアサーバーを使って、コンピュータ上のメディア共有を
有効にします。メディアサーバーの詳しい設定方法について
は、メディアサーバー元のサイトを参照して下さい。

4.3.2. DLNA-DMP の使い方
ネットワークに接続していることを確認します。
ボタンを押し、ネットワークの接続を表示します。

画像フォーマット
画像スタイル
音声スタイル
スマートパワー
音量
モニタグループ
モニターID
モード名
SWバージョン
シリアル番号
温度

ネットワーク設定
IP アドレス
ネットマスク
ゲートウェイ
ネットワーク名
MACアドレスを入力する

オートズーム
標準 
パーソナル
オフ
0
1
1
BDL5580VL
1.62

0°C

DHCP および自動 IP
192.168.1.116
255.255.255.0
192.168.1.1
BDL5580VL
FF:FF:FF:FF:FF:FF:

HDMI 1 1080p60                                                                         26/09/2014 Friday 09:32:00

画面上でファイルを再生する
1. [ ] SOURCE (ソース )ボタンを押して、Networkを選択
し [OK]ボタンを押します。

USB
Network
Internet
SmartCMS
HDMI 1
HDMI 2
Display Port
Card OPS
DVI-D
YPbPr
AV
VGA

2. スクリーン上に同じルーターに接続されているすべての PCが
表示されます。必要な PC を選択します。

3. [ ]と [ ]を押し、ディレクトリと再生するファイルを選択
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します。
4. 同じ PC に最大 4台までのディスプレイを接続して、同じメデ
ィア ストリームを再生することができます。

4.3.3. PC から DLNA-DMR を使うには
1. [ ] HOMEボタンを押して、ネットワークを選択し [OK]ボ
タンを押します。

画像
音声
タイル
ネットワーク
一般設定

ネットワーク設定

デジタルメディアレンダラ - DMR

ネットワーク名

インターネットメモリをクリアする

2.  デジタルメディアレンダラ -DMRをオンに設定します。

オフ
オン

画像
音声
タイル
ネットワーク
一般設定

ネットワーク設定

デジタルメディアレンダラ - DMR

ネットワーク名

インターネットメモリをクリアする

3. ディスプレイの名前を設定します。

ネットワーク設定

デジタルメディアレンダラ - DMR

ネットワーク名

インターネットメモリをクリアする

キャンセル 完了 クリア

BDL5580VL

4. [ ] ホームボタンを押してソース メニューを開きます。ネッ
トワークを選択して [OK]ボタンを押します。

5. PC上でNetwork and Sharing Center (ネットワークと共有セ
ンター )を開いてChoose homegroup and sharing options (ホ

ームグループと共有に関するオプションを選択する )をクリック
します。

6. メディア形式を確認します。Choose media streaming options.... (メ
ディア ストリーミング オプションの選択 ...)をクリックします。

7.  Advanced sharing settings (共有の詳細設定 )を開き、Turn on 
network discovery (ネットワーク探索を有効にする )を選択します。

8. 次に、メディアファイルの保存されたディレクトリに移動しま
す。右クリックしてメディアファイルを選択します。Play To
のサブメニューに、ネットワークに接続されているすべてのデ
ィスプレイが表示されます。ディスプレイを選択して、再生す
るメディアファイルをクリックします。

Play files (ファイルを再生する )
1. [ ] SOURCE (ソース ) ボタンを押します。
2.  Networkを選択して [OK]ボタンを押します。
3. コンテンツ ブラウザからファイルを選択し、[OK]ボタンを押
して再生します。

4. 再生を操作するには、リモコン上にある [再生 ] ボタンを押し
ます。

ヒント :
• ファイルの種類でファイルを絞り込むには、トップバーを選択
します。

•  Sortを選んで、アルバム名やアーティスト名、その他のフィ
ールド毎に並び替えます。

• 接続されていないメディアサーバーを非表示にするには、[ ] 
OPTIONS ボタンを押します。その後、Clear offline servers (オ
フラインサーバを消去 )を選択して [OK]ボタンを押します。

4.4. USB デバイスのマルチメディア ファイ
ルを再生する

1. 本ディスプレイの USB ポートに USB デバイスを接続します。

USB

2. [ ] SOURCE (ソース ) ボタンを押して、USBを選択し [OK]
ボタンを押します。

USB
Network
Internet
SmartCMS
HDMI 1
HDMI 2
Display Port
Card OPS
DVI-D
YPbPr
AV
VGA

3. 接続されている USB デバイスが自動的に検出され、中にある
再生可能なすべてのファイルが３つのタイプに自動的に分けら
れます。  Music、  Movie、そして  Photo です。

4. スクリーンの最上層に戻るには、[ ] 戻るボタンを押します。
ファイルのタイプを選択するには [ ] または [ ]ボタンを押
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します。再生リストを表示するには [OK]ボタンを押します。
5. 必要なファイルを選択します。再生するには [OK]ボタンを押
します。

6. スクリーン上の説明に従って再生オプションを操作します。
7. [再生 ]ボタン (H F G I J) を押して再生を操作します。

4.5. 再生オプション

4.5.1. 音楽ファイルの再生
1. トップバーの  Music を選択します。

Music

2. 曲を一曲選択して [OK]ボタンを押します。
• フォルダー内にあるすべての曲を再生するには、音楽フ
ァイルを選択します。その後 [ ]を押して Play All 
(すべて再生 )を実行します。

• 曲をスキップするには、[ ] または [ ]ボタンを押しま
す。

• 曲を一時停止するには [OK]ボタンを押します。再生を
再開するには、もう一度 [OK]ボタンを押します。

• 前後の 10秒間をスキップするには [ ]または [ ]ボ
タンを押します。

3. 再生順を変更するには、[G] または [J]ボタンを押しま
す。速度を切り替えるには繰り返して押し続けます。
• 音楽を停止するには [H] ボタンを押します。

Music options (音楽オプション )

音楽の再生中に [ ] OPTIONS (オプション )ボタンを押し、
その後 [OK]ボタンを押してオプションを選択します。
• {Shuffle} (シャッフル ):曲のランダム再生を有効または無効
にします。

• {Repeat} (リピート ):曲またはアルバムを繰り返して再生
するには {Repeat} (リピート )を選択し、一回のみ再生す
るには {Play once} (一回のみプレイ ) を選択します。

注記：  曲の情報 (例：曲名、アーティスト名、長さ )を表示
するには、曲を選択して [ ] INFOボタンを押しま
す。情報を非表示にするには、もう一度 [ ] INFO 
ボタンを押します。

4.5.2. Movieファイルの再生
1. トップバーの  Movieを選択します。

Movie

2. 動画を選択して [OK]ボタンを押します。
• フォルダー内にあるすべての動画を再生するには、動画
ファイルをひとつ選択します。その後 [ ]を押して
Play Allを実行します。

• ビデオを一時停止するには [OK]ボタンを押します。再
生を再開するには、もう一度 [OK]ボタンを押します。

• 前後の 10秒間をスキップするには [ ]または [ ]ボ
タンを押します。

• 再生順を変更に検索するには、[G] または [J]ボタ
ンを押します。速度を切り替えるには繰り返して押し続
けます。

• 動画を停止するには [H] ボタンを押します。

Movie options (Movie オプション )

ビデオの再生中に [ ] OPTIONSボタンを押し、その後 [OK]
ボタンを押してオプションを選択します。
• {Subtitles} (字幕 ):表示可能な字幕を設定します。
• {Subtitle Language} (字幕言語 ):表示可能な字幕の言語を選
択します。

• {Shuffle} (シャッフル ):動画ファイルのランダム再生を有効
または無効にします。

• {Repeat} (リピート ):動画ファイルを繰り返し再生するに
は {Repeat} (リピート )を選択し、動画ファイルを一回の
み再生するには {Play once} (一回のみプレイ )を選択しま
す。

• {Status}:  動画の情報 (例：Title / Size / Date / Sound mode)
を表示。

4.5.3. 写真ファイルの再生
1. トップバーの  Photo を選択します。

Photo

2. 小さく表示された写真を選んで [OK]ボタンを押します。
Start a slideshow (スライドショーを開始する )
フォルダーに写真が複数ある場合は、写真を一枚選択します。
その後 [ ]を押して Play Allを実行します。
• 前後の写真をスキップするには [ ]または [ ]ボタンを
押してから [OK]ボタンを押します。

• スライドショーを停止するには [H] ボタンを押します。
Slideshow options (スライドショー オプション )

スライドショーの再生中に [ ] OPTIONS (オプション )ボタ
ンを押し、その後 [OK]ボタンを押してオプションを選択しま
す。
• {Shuffle} (シャッフル ):スライドショーでの画像のランダム
表示を有効または無効にします。

• {Repeat} (リピート ):スライドショー を繰り返し鑑賞する
場合は {Repeat} (リピート ) を選択し、一回だけ鑑賞する
場合は {Play once} (一回のみプレイ )を選択します。

• {Slideshow Time} (スライドショー時間 ):スライドショー 
での写真の表示時間を設定します。

• {Slideshow Transitions} (スライドショートランジション ):
スライドが切り替わるときのスタイルを設定します。

4.6. Opera ブラウザ (HTML5) の使い方
1. [ ] ホームボタンを押して、Internet (インターネット )
を選択し [OK]ボタンを押します。
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USB
Network
Internet
SmartCMS
HDMI 1
HDMI 2
Display Port
Card OPS
DVI-D
YPbPr
AV
VGA

2. カーソルを URLアドレスバーまで移動させます。[OK]ボ
タンを押すとスクリーン上にキーボードが表示されます。
カーソルを動かして URL アドレスを入力します。URL アド
レスの入力が終了したらDone (完了 )を選びます。

History

Bookmark

Web Address：X �

Internet

www.google.com

http://

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww....ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooogggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Done

Hide

.   ,   @   ‘

g     h     i

p   q   r   s

a     b     c

j     k     l

t     u     v

?   !  -<

d     e     f

m    n    o

w   x   y   z

abc ABC 123 www Backspace

3. カーソルを「 」アイコンに移動して [OK]ボタンを押しま
す。

History

Bookmark

Web Address：X

Internet

www.google.com

http://www.google.com �

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww....ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooogggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

4. ウェブサイトが表示されます。

メモ :
• Opera ブラウザ は FLASH 形式に対応していません。
• ブラウザはビデオソースではありません。本ディスプレイ
を再起動した後は、ウェブサイトの画面には戻りません。
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5. 設定を変更するには
リモコンを使用する

 

1. OSDメニューを表示するには [ ] ホームボタンを押しま
す。

2. [ ] [ ] [ ] または [ ]ボタンを押し、そのメニューアイ
テムを選択するか、その値を調整します。[OK]ボタンを押
して決定します。

3. 前のメニュー層に戻るには [ ] 戻るボタンを押します。
4. OSDメニューを終了するには [ ]ホームボタンを押しま
す。

ディスプレイのコントロール ボタンを使用する

1. OSDメニューを表示するには [ ]ボタンを押します。
2. [ ] [ ] [ ]または [ ]ボタンを押し、そのメニュー
アイテムを選択するか、その値を調整します。

3. [ ]ボタンを押して、選択したメニューを確定し、サ
ブメニューに入ります。

4. OSDメニューを終了するには [ ]ボタンを押します。

5.1. 設定（※つながっている信号によって表示されるOSDメニューが異なる場合があります。）

[ ]ホームボタンを押します。

5.1.1. 画像

menu

画像
音声
タイル
ネットワーク
一般設定

画像スタイル
バックライト
色
シャープネス
ノイズ除去
MPEGアーティファクト低減
画像エンハンスメント
詳細設定
スキャンモード
表示調整
画像リセット

画像スタイル
画像スタイルを設定します。表示するコンテンツに応じてお好
みの設定をお選びください。

バックライト
本ディスプレイのバックライトの明るさを調節します。

色
画像の彩度を調整します。

シャープネス（※ VGA入力と DVI入力に設定した場合は、この項目は設定できません。）

画像の鮮明さを調整します。

ノイズ除去（※ VGA入力と DVI入力に設定した場合は、この項目は設定できません。）

画像のノイズ除去の度合いを設定します。

MPEGアーティファクト低減（※ VGA入力と DVI入力に設定した場合は、この項目は設定できません。）

デジタル画像の切り替えやぼやけを滑らかにします。

画像エンハンスメント（※VGA入力とDVI入力に設定した場合は、この項目は設定できません。）

周囲の画素に馴じむようにすべての画素を微調整することで、
鮮明で高解像度な画像を作成します。

• {高度なシャープネス }: 優れた画像鮮明度で、特に画像
の線や輪郭に有効です。

• {ダイナミックコントラスト }: 画像の暗いエリア、中位
のエリア、明るいエリアのコントラストを大きくしま
す。

• {色強調 }: 色彩をクリアにします。

詳細設定
ガンマ、色合い、動画のコントラストなどを設定します。

• {ガンマ }: 画像の輝度やコントラストに関連した非線形
性の設定を調節します。

• {色合い }: カラーバランスを変更します。
• {カスタム色合い }: カラーバランスの設定をカスタマイ
ズします。{色合い }  {カスタム }が選択されている場
合のみ使用できます。

• {映像のコントラスト }: 動画のコントラストを調整しま
す。

• {明るさ }: スクリーンの明るさを調整します。
• {色相 }: スクリーンの色合いを調整します。

スキャンモード（※VGA入力とDVI入力に設定した場合は、この項目は設定できません。）

本ディスプレイの画像領域を変更します。

表示調整
• {画像フォーマット }: 画像フォーマットを変更します。

画像フォーマットに関する記述は17ページを参照してください。
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自動調整
自動的に VGA入力画像を最適化します。
注記 : この項目は VGA入力でのみ有効です。

画像リセット
画像設定を工場出荷時に戻します。

5.1.2. サウンド

画像
音声
タイル
ネットワーク
一般設定

音声スタイル
低音
高音
バランス
音量
最小音量
最大音量
サラウンドモード
オーディオ出力（ライン出力）
詳細設定
Card OPS audio

音声スタイル
音声スタイルを設定します。表示するコンテンツに応じてお好
みの設定をお選びください。

低音
低音の増減を調整します。

高音
高音の増減を調整します。

バランス
左右の音声出力のバランスの強弱を調整します。

音量
ボリュームの増減を調整します。

最小音量
最小音量を設定します。

最大音量
最大音量を設定します。

サラウンドモード
音声のサラウンド効果を設定します。

オーディオ出力 (ライン出力 )
音声出力の音量を調節します。

詳細設定
細かく微調整することで、より最適な音声を得ることが可能で
す。

• {自動音量平準化 }: 音声ボリュームの変更によるダメー
ジを軽減します。

• {スピーカー設定 }: 内部スピーカーの電源をオンまたは
オフにします。

• {クリアな音声 }: 音質を向上させます。
• {オーディオ出力形式（spdif出力）}: デジタル音声出力コ
ネクタを通して、音声出力タイプを選びます。(HDMI のみ )

• {オーディオ出力遅延（リップシンク）}: ディスプレイ
に表示されている画像を、接続したホームシアターから
の音声と自動的に同期させます。

• {音声出力オフセット }: 音声出力の遅延に関する設定を
調節します。{音声出力遅延 } が有効になっている場合
に使用できます。

カード OPS オーディオ
OPS 音声出力形式を設定する場合に選択します。
オプションは次の通りです。{自動 } 、{アナログ } 、{デジタル } 

サウンドリセット
デフォルト設定にリセットします。

5.1.3. タイル

有効
水平モニター
垂直モニター
位置
フレーム補正
パワーオンディレイ

画像
音声
タイル
ネットワーク
一般設定

この機能を使うと、最大 100台のディスプレイ (縦に最大 10
台、横に最大 10台 ) で構成されるタイル（ビデオウォール )を
組むことができます。

有効
タイルの {オン } または {オフ } を選択します。{オン }の場合、
{水平モニター }、{垂直モニター }、{位置 }、および {フレーム
補正 }を有効にします。

水平モニター
水平方向のディスプレイ数を調節します。

垂直モニター
垂直方向のディスプレイ数を調節します。

位置
画面マトリックス内のディスプレイの位置を調節します。

例：2 x 2 の画面マトリックス（ディスプレイ 4 台）
水平モニター = ディスプレイ 2 台
垂直モニター = ディスプレイ 2 台

1 2
3 4

水平モニター

垂
直
モ
ニ
タ
ー

位置
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例：5 x 5 の画面マトリックス（ディスプレイ 25 台）
水平モニター = 5 ディスプレイ
垂直モニター = 5 ディスプレイ

1 2
6 7

3 4
8 9

5
10

11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

水平モニター

垂
直
モ
ニ
タ
ー

 

位置

フレーム補正
フレーム補正機能のオンとオフを切り替えます。{ オン }を選
択すると、ベゼル幅分を補正し画像を正しく表示します。
{オン }

{オフ }

パワーオンディレイ
パワーオンディレイ時間 (秒 )を設定します。複数のディスプ
レイを設定した時間間隔で順番に電源をオンにします。

5.1.4.  ネットワーク

画像
音声
タイル
ネットワーク
一般設定

ネットワーク設定

デジタルメディアレンダラ - DMR

ネットワーク名

インターネットメモリをクリアする

ネットワーク設定
{ネットワークタイプ }: 本ディスプレイにネットワーク リソー
スへのアドレスを割り当てます。
{ネットワーク設定 }：{DHCPおよび自動 IP}（推薦）または {ス
タティック IP｝を選択できます。

デジタルメディアレンダラ -DMR
ネットワークを経由して、接続されたデバイスからマルチメデ
ィア ファイルを受信します。

ネットワーク名
複数のディスプレイが接続されている場合、各ディスプレイの
名前を変更して識別しやすくできます。
名前を入力するには、スクリーン上のキーボードまたはリモコ
ン上のキーパッドを使用します。

インターネットメモリをクリアする
クッキー、ブックマーク、履歴一覧やオートフィルで使用した
データをすべて消去します。

5.1.5. 一般設定

画像
音声
タイル
ネットワーク
一般設定

メニュー言語
モニタグループ
モニターID

エコモード
自動検索
時計
スケジューリング
スリープタイマー
OneWire
ローカルキーボードロック
RCロック

メニュー言語
OSD メニューで使用する言語を選びます。

モニタグループ
グループ範囲を 1から 255の値に調節します。デフォルト設定
は 255です。

モニター ID
RS232C 接続経由で本ディスプレイを操作するために ID番号
を調節します。本ディスプレイを複数台接続する場合には、各
ディスプレイに独自の IDを割り当てることが必要です。モニ
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ターの ID番号範囲は 1～ 255の間です。デフォルト設定は 1
です。

エコモード
自動的に消費電力を低減するように本ディスプレイを設定しま
す。

自動検索
選択すると、本ディスプレイで利用可能な信号ソースを自動で
検出して表示します。

時計
本ディスプレイの内部時計に設定された現在の日付と時刻を設
定します。国によってサマータイムの設定が必要となります。
（1時間前に設定。）利用される国の設定に沿ってご利用くだ
さい。

スケジューリング
この機能を使うと、最大 7つの異なる時間間隔で本ディスプレ
イを作動することができます。
以下の設定が可能です。
• スケジュールされた各作動時間で、本ディスプレイがどの
入力ソースを使用するか。

• 本ディスプレイの電源をオン・オフにする時間。
• 本ディスプレイを作動させる曜日。
注記 :
• この機能を使用する前に、{時計 } メニューで現在の日付と
時刻を設定することをおすすめします。

• {一般設定 } メニューにある {時計 } オプションを変更した
後、この {スケジューリング } をもう一度設定する必要があ
ります。

画像
音声
タイル
ネットワーク
一般設定

メニュー言語
モニタグループ 

モニターID
エコモード
自動検索
時計
スケジューリング
スリープタイマー
OneWire
ローカルキーボードロック
RCロック

1. ７つのスケジュールを設定できます。ステータスでオンを
選択します。

ステータス 
ソース
オンタイム
オフタイム
繰り返しモード
スライドショー期間
再開

オフ
オン

スケジュール 1
スケジュール 2
スケジュール 3
スケジュール 4
スケジュール 5
スケジュール 6

スケジュール 7

2.  ソースで入力ソースを選びます。{ソース }  {USBplaylist}
を選択した場合は、プレイリストを設定する必要がありま
す。{ソース }  {Internet}を選択した場合は、 URL アドレ
スを設定する必要があります。

ステータス スケジュール 1
スケジュール 2
スケジュール 3
スケジュール 4
スケジュール 5
スケジュール 6

スケジュール 7

USB playlist
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Card OPS
DVI-D
YPbPr
AV
VGA
Internet
SmartCMS

ソース
オンタイム
オフタイム
繰り返しモード
スライドショー期間
再開

3.  オンタイムを設定します。

ステータス 
ソース
オンタイム
オフタイム
繰り返しモード

スケジュール 1
スケジュール 2
スケジュール 3
スケジュール 4
スケジュール 5
スケジュール 6

スケジュール 7
Playlist settingオンタイム

キャンセル 完了

00 : 00

4.  オフタイムを設定します。

ステータス 
ソース
オンタイム
オフタイム
繰り返しモード

スケジュール 1
スケジュール 2
スケジュール 3
スケジュール 4
スケジュール 5
スケジュール 6

スケジュール 7
Playlist settingオフタイム

14 : 00

キャンセル 完了

5.  繰り返しモードを選択します。
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ステータス 
ソース

スケジュール 1
スケジュール 2
スケジュール 3
スケジュール 4
スケジュール 5
スケジュール 6

スケジュール 7

オンタイム
オフタイム
繰り返しモード
スライドショー期間
再開

繰り返しなし
毎週日曜日
毎週月曜日
毎週火曜日
毎週水曜日
毎週木曜日
毎週金曜日
毎週土曜日

 

6. {ソース }  {USBplaylist}を選択した場合は、 プレイリス
ト設定に移動します。

0001/0002

Options Exit

Photo

Photo

Video

 - [ ] [ ] ボタンを押し、ファイルを選択します。

 - [ ] [ ]ボタンを押し、プレイリストとファイルマネージ
ャーとを切り替えます。

 - [OK]ボタンを押してプレイリストを設定または消去しま
す。

7. プレイリストを保存するには、[ ]を押して Save list 
(リストの保存 )を選択します。

0004/0004

Options Exit

Photo

Photo

[..]Movie.avi

\media\photo

Photo1.jpg

Photo2.jpg

Photo3.jpg

Sort

Recursive Parser

Media Type

Save list

注記 :
• それぞれのプレイリストは最大 30ファイルまで対応してい
ます。

• {工場出荷時の設定 } を選択してもプレイリストは消去され
ません。ファイルを手動で削除するか、USB内にある usb_
schedulinglist.txt を削除する必要があります。

スリープタイマー
指定した時間に本ディスプレイの電源を切ります。

OneWire
本ディスプレイの HDMI-CEC 規格に対応したデバイスを HDMI 
端子で接続し、同じリモコンを使って操作します。

ローカルキーボードロック
本ディスプレイのキーボード (コントロールボタン )機能を有
効または無効にします。
• {ロック解除 }: キーボード機能を有効にします。
• {すべてロック }: すべてのキーボード機能をロックします。
• {音量以外すべてロック }: [ ] および [ ] ボタン以外の
すべてのキーボード機能を無効にします。

• {電源以外すべてロック }: [ ]ボタン以外のすべてのキー
ボード機能を無効にします。

• {音量および電源以外すべてロック }: [ ]、[ ] および  
[ ] ボタン以外のすべてのキーボード機能を無効にします。

RCロック
リモコンのボタン機能を有効または無効にします。
• {ロック解除 }: キーボード機能を有効にします。
• {すべてロック }: すべてのキーボード機能をロックします。
• {音量以外すべてロック }: [ ] および [ ] ボタン以外の
すべてのキーボード機能を無効にします。

• {電源以外すべてロック }: [ ] 電源ボタン以外のすべての
キーボード機能を無効にします。

• {音量および電源以外すべてロック }: [ ] [ ] および  
[ ] 電源ボタン以外のすべてのキーボード機能を無効にし
ます。

注記 :  ローカルキーボードロックまたは RCロックのロ
ック機能を無効にするには、リモコンの [ ] ボタン
と 1998を押します。

ピクセルシフト
ビデオ入力ソースに対して、30秒間本ディスプレイを停止した
場合に生じる「焼き付き」や「後イメージ」からディスプレイ
を保護するために、{オン } を選択することで、表示画像を自
動的に動かすことができます。

スマートパワー
電力消費および画像コントラストを最適化するため、バックラ
イトのレベルを設定します。
{オフ }、{標準 }、{中 }、{高 }から選択します。

ウェイクオン LAN
{オン } を選択すると、ネットワーク経由でディスプレイをオ
ンにできます。

電源オン
電源コードを取り付けた際に表示されるディスプレイの状態を
設定します。
• {オン } - 電源コードを取り付けた後、画面はオンの状態に
なります。

• {スタンバイ } - 電源コードを取り付けた後、画面はスタン
バイの状態になります。

• {最新ステータス } - 電源コードを外して再び取り付けると、
ディスプレイは前の電源状態 (オン /オフ /スタンバイ )に
戻ります。
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光センサ（※ VGA入力に設定した場合は、この項目は設定できません。）

{オン } を選択すると、画面はバックライトを自動的に調節し
ます。

電源 LED ライト
インジケータをオフにするには {オフ } を選択します。

ロゴを表示する
{オフ }を選ぶと、本ディスプレイに電源を入れた時に
ロゴが表示されなくなります。

APM
{オン } を選択します。信号が存在しない場合には、本ディス
プレイの電源が自動的にオフになります。

ソース通知
[ ] 電源ボタンを押して本ディスプレイをオンにしたり入力
信号を変更した場合には、インフォメーション OSD がスクリ
ーンの左上隅に表示されます。
この機能をオフにするには {オフ } を選択します。

DisplayPort Ver. (DisplayPortバージョン )
DisplayPortバージョンを 1.1aまたは 1.2に設定します。この
設定は DisplayPortの入力と出力でのみ有効です。
1.1a: DisplayPortバージョンを 1.1a (デフォルト ) に切り替え
ます。DisplayPort出力は DisplayPort入力のクローンです。
1.2: DisplayPortバージョンを 1.2に切り替え、MST (マルチス
トリーム移送 ) をサポートします。
注記 : DisplayPortソースの下で画面が暗くなったり、異常
な状態になった場合、1.1aに切り替え、電源を入れ直して下さ
い。

冷却ファン
冷却ファンを常に回しておくには {オン } を選択します。{自動 } 
を選択すると、ディスプレイの温度に応じて冷却ファンの電源
がオンまたはオフになります。
注記 :
• デフォルトの {自動 }オプションでは、温度が 60ºC (140ºF)
に達すると冷却ファンが回り始めます。

• 温度が 3分以上 70ºC (158ºF) を超過し、温度警告メッセー
ジが画面に表示された 10秒後、赤と緑の LEDライトが点
滅し、ディスプレイは自動的にシャットダウンします。

ネットワーク制御ポート
RS232コントロールフォーム Card OPSまたは PDセットの組
み込み RS232を選択します。

工場出荷時設定
カスタマイズされたすべての設定を工場出荷時に戻します。
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6. USB デバイス互換性
動画：

ファイル拡
張子 コンテナ ビデオ コー

デック 最大解像度 最大フレーム率 
(fps)

最大ビットレー
ト (Mbps) オーディオ コーデック

.mpg
mpeg
.vob

PS

MPEG-1 1920x1080 25p、30p、50i、
60i 30

MPEG-1(L1&L2)、
 MPEG-1、2、2.5 L3、
AAC/HE-AAC(v1&v2)、

DVD-PCM、AC3

MPEG-2 1920x1080 25p、30p、50i、
60i 30

MPEG-4 
ASP 1920x1080 25p、30p、50i、

60i 30

H.264 1920x1080 25p、30p、50p、
60p、60i 30

.ts TS

MPEG-2 1920x1080 25p、30p、50i、
60i 30

MPEG-1(L1&L2)、
MPEG-1、2、2.5 L3、
AAC/HE-AAC(v1&v2)、

AC3、E-AC3、
Dolby Pulse

MPEG-4 
ASP 1920x1080 25p、30p、50i、

60i 30

H.264 1920x1080 25p、30p、50p、
60p、60i 30

MVC

1920x1080i@field rate=50、60Hz

1920x1080p@frame rate=24、25、
30Hz

1280x720p@frame rate=50、60Hz

 - 30

.ts
 .m2ts
.mts
 .mt2

MaTS TTS

MPEG-2 1920x1080 25p、30p、50i、
60i 30

MPEG-1(L1&L2)、
MPEG-1、2、2.5 L3、
AAC/HE-AAC(v1&v2)、

AC3、E-AC3、 

Dolby Pulse

MPEG-4 
ASP 1920x1080 25p、30p、50i、

60i 30

H.264 1920x1080 25p、30p、50p、
60p、60i 30

MVC

1920x1080i @ field rate=50、60Hz

1920x1080p @ frame rate=24、25、
30Hz

1280x720p @ frame rate=50、60Hz

 - 30

.ts
 .m2ts
 .mts

AVCHD

MPEG-2 1920x1080 25p、30p、50i、
60i 30 MPEG-1(L1&L2)、

MPEG-1、2、2.5 L3、
AAC/HE-AAC(v1&v2)、

AC3、E-AC3、
Dolby Pulse

MPEG-4 
ASP 1920x1080 25p、30p、50i、

60i 30

H.264 1920x1080 25p、30p、50p、
60p、60i 30

.ts
.m2ts
 .mts

AVCHD MVC

1920x1080i@field rate=50、60Hz

1920x1080p@frame rate=24、25、
30Hz

1280x720p @ frame rate=50、60Hz

 - 30

MPEG-1(L1&L2)、
MPEG-1、2、2.5 L3、
AAC/HE-AAC(v1&v2)、

AC3、E-AC3、
Dolby Pulse

.m4v M4V H.264 1920x1080 25p、30p、50p、
60p、60i 30 AAC

.ism/
Manifest 

.mpd
frag MP4

H.264 1920x1080 25p、30p、50p、
60p、60i 30

AAC/HE-AAC(v1&v2)、
AC3、E-AC3、WMA、

WMA-PROMVC

1920x1080i@field rate=50、60Hz

1920x1080p@frame rate=24、25、
30Hz

1280x720p @ frame rate=50、60Hz

 - 30
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.mp4 MP4

MPEG-4 
ASP 1920x1080 25p、30p、50i、

60i 30

AAC/HE-AAC(v1&v2)、
AC3、E-AC3、WMA、

WMA-PRO

H.264 1920x1080 30

MVC

1920x1080i@field rate=50、60Hz

 1920x1080p@frame rate=24、25、
30Hz

1280x720p @ frame rate=50、60Hz

 - 30

WMV9/VC1 1920x1080 30p、60i 30

.mkv
 .mk3d

MKV

MPEG-4 
ASP 1920x1080 25p、30p、50i、

60i 30
MPEG-1(L1&L2)、

MPEG-1、2、2.5 L3、
AAC/HE-AAC(v1&v2)、
AC3、E-AC3、WMA、

WMA-PRO
H.264 1920x1080 30

オーディオ :

ファイル拡張子 コンテナ ビデオ コーデッ
ク 最大解像度

周波数
(kHz)

最大ビットレート
(Mbps)

オーディオ コーデック

.mp3 MP3  -  - 48 384 MPEG-1、2、2.5 L3

.wav(PC) LPCM  -  - 192 768 LPCM

.aif(mac)
.aiff(mac)

LPCM  -  - 192 768 LPCM

.aac
 .mp4
.m4a

AAC  -  - 48 1024 AAC、HE-AAC(v1&v2)

.pls
.m3u

プレイリスト  -  -  -  -  -

.m4a M4A  -  - 48 1024 AAC、HE-AAC(v1&v2)

静止画 :

ファイル拡張子 コンテナ ビデオ コーデ
ック 最大解像度 周波数 最大ビットレート オーディオ コ

ーデック

jpg/jpeg JPEG

カラーモード =444の場合、
     ・32,768ｘ 16128未満
カラーモード＝ 422vの場合、
     ・16,384x16,128未満
その他のカラーモードの場合
     ・サポートしておりません

- - -

BMP BMP

4096x3072_4bit 
2730x2500_8bit 
2048x1536_16bit 
1500x1200_32bit

- - -

png PNG

4096x3072_4bit 
2730x2500_8bit 
2048x1536_16bit 
1500x1200_32bit

- - -

gif GIF

4096x3072_4bit 
2730x2500_8bit 
2048x1536_16bit 
1500x1200_32bit

- - -

注記 :
• 音声及び動画コンテンツが上記の表に記された対応フレーム /秒以上の標準ビットレート /フレーム率である場合、音声や動画が正
常に再生されないことがあります。

• 映像コンテンツが上記の表に記述された比率以上のビットレートやフレーム率である場合、再生すると途切れがちの映像になるこ
とがあります。
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7. 入力モード
VGA解像度 :

標準解像度
アクティブ解像度 リフレッシュレ

ート 画素レート 縦横比 モードの標準
水平画素 垂直線

VGA 640 480
60 Hz 25.175 MHz 

4:3 ビデオグラフィックアレ
イ72 Hz 31.5 MHz 

75 Hz 31.5 MHz 

WVGA 720 400 70 Hz 28.3 MHz 16:9 ワイドビデオグラフィッ
クアレイ

SVGA 800 600
60 Hz 40 MHz 

4:3 スーパー VGA
75 Hz 49.5 MHz 

XGA 1024 768
60 Hz 65 MHz 

4:3 拡張グラフィックアレイ
75 Hz 78.75 MHz 

WXGA 1280 768 60 Hz 79.5 MHz 5:3 ワイド XGA
WXGA 1280 800 60 Hz 83.5 MHz 16:10 ワイド XGA
SXGA 1280 1024 60 Hz 108 MHz 5:4 スーパー XGA
WXGA 1360 768 60 Hz 85.5 MHz 16:9 スーパー XGA
WXGA 1366 768 60 Hz 85.5 MHz 16:9 ワイド XGA
UXGA 1600 1200 60 Hz 162 MHz 4:3 ワイド XGA

HD1080 1920 1080 60 Hz 148.5 MHz 16:9 ウルトラ XGA
HD1080 1920 1080 60 Hz 148.5 MHz 16:9 HD1080

SDTV解像度 :

標準解像度
アクティブ解像度 リフレッシュレ

ート 画素レート 縦横比 モードの標準
水平画素 垂直線

480i
720 480

29.97 Hz 13.5 MHz
4:3 変更された NTSC規格

480p 59.94 Hz 27 MHz
576i

720 576
25 Hz 13.5 MHz

4:3 変更された PAL規格
576p 50 Hz 27 MHz

HDTV解像度 :

標準解像度
アクティブ解像度 リフレッシュレ

ート 画素レート 縦横比 モードの標準
水平画素 垂直線

720p 1280 720
50 Hz

74.25 MHz 16:9 通常は DVBモード
60 Hz

1080i 1920 1080
25 Hz

74.25 MHz 16:9 通常は ATSCモード
30 Hz

1080p 1920 1080
50 Hz

148.5 MHz 16:9 通常は ATSCモード
60 Hz

• PCのテキスト品質は、HD1080モード（1920× 1080、60Hz）で最適となります。
• VGA ( PC) モードの表示は、お使いの PC や Windows のバージョンにより異なる場合があります。
• PCをディスプレイに接続した場合の注意事項などについては、お使いの PCの取扱説明書をご確認下さい。
• 垂直と水平の周波数選択モードが存在する場合、60Hz（垂直）と 31.5KHz（水平）を選択して下さい。PC の電源がオフの場合 （ま
たは PCが接続されていない場合）に異常な信号 （筋など） が画面に表示されることがあります。その場合は [INPUT] ボタンを押
してビデオモードにするか、または PCが接続されていることをご確認下さい。

• 水平同期信号が RGBモードで不規則に見えるときは、PCの省電力モードまたはケーブル接続をご確認下さい。
• 本ディスプレイの設定表は IBM/VESA規格に準拠しており、アナログ入力に基づいています。
• DVIサポートモードは VGA ( PC)モードと同様です。
• 各モードの最適な垂直周波数は 60Hzです。
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8. LCDパネルの画素欠陥およびMURAについて
当社は最高品質の製品をお届けすることを目指して、業界最先端の製造プロセスと厳しい品質管理を採用していますが、LCDパネルで
画素欠陥が生じるのはやむを得ないものと考えております。すべてのパネルに画素欠陥がないことを保証することはできませんが、当
社では保証期間中であれば、許容スペックを超える数の欠陥がある LCD パネルを修理または交換することを保証します。

8.1. 輝点欠陥
輝点欠陥は常時点灯している画素により発生します。以下が輝点欠陥の許容スペックとなります。サブ画素を一つの点の単位と数えま
す。

輝点欠陥 max 2

隣接する 2つ以上の輝点欠陥 0

8.2. 部分的な輝点の欠陥
部分的な輝点欠陥 max 10

8.3. 暗点欠陥
暗点欠陥は、常時非点灯の画素により構成されます。以下が暗点欠陥の許容スペックとなります。

暗点欠陥 max 10

隣接する 2つの暗点欠陥 max 2

隣接する 3つの暗点欠陥 0

暗点欠陥間の最小距離 10mm

MURA
 LCDパネルには画面上に暗い部分が現れることがあります。この現象は日本語の「ムラ」を意味する MURA として業界では知られて
おり、特定の条件下で現れる画面上の不均一な部分を表します。MURA は液晶配向層の劣化の結果であり、高い周辺温度での長期間の
使用により引き起こされるのが最も一般的な原因です。MURA は修理できません。また、当社の保証範囲外となります。

MURAを避ける方法
毎回 MURAを完全に除去する保証はできませんが、一般に MURAの出現は以下の方法により最小限に抑えることができます。

• バックライトの明るさを下げる
• スクリーンセーバーを使用する
• 機器の周りの温度を下げる
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9. 清掃とトラブルシューティング

9.1. 清掃
本製品を使用する際の注意

• 手や顔、物をディスプレイの通気口に近づけないで下さい。ディスプレイ上部は、通気口から放出される排気のため高温となっ
ており、身体の一部を近づけ過ぎると火傷や怪我をすることがあります。ディスプレイの上部付近に物を置くと、当該物および
ディスプレイ本体に、熱による破損が生じる可能性があります。

• ディスプレイを移動する際は、必ずすべてのケーブルを抜いて下さい。ケーブルが接続されたままディスプレイを移動させると、
ケーブルの破損や火事、感電を引き起こす恐れがあります。

• 清掃や保守作業を行う際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

前面パネル清掃手順
• ディスプレイの液晶パネル部は非常にデリケートです。表面はクリーニング用のクロスか、柔らかい糸くずの出ない布で優しく
拭いて下さい。

• 液晶パネル表面が汚れた場合には、中性洗剤の溶液に柔らかい糸くずの出ない布を浸し、固く絞って余分な水分を取り除いた上
で、液晶パネル表面を拭き埃を除いて下さい。その後、同じ種類の乾いた布で拭いて下さい。

• 液晶パネル表面を爪で引っ掻いたり、硬い物をぶつけたりしないで下さい。
• 殺虫剤、溶剤、シンナーのような揮発性物質を使用しないで下さい。

キャビネット清掃手順
• キャビネットが汚れたら、柔らかい乾いた布で拭いて下さい。
• キャビネットの汚れがひどい場合は、中性洗剤の溶液に柔らかい糸くずの出ない布を浸し、固く絞って水分を取り除いた上で、
キャビネット表面を拭きます。その後、別の乾いた布で拭いて表面を乾かして下さい。

• 液晶パネル表面は、水や洗剤にさらさないようにして下さい。水分がディスプレイ内部に入り込むと、動作不良や故障、感電事
故が起こる恐れがあります。

• キャビネットを爪で引っ掻いたり、硬い物をぶつけたりしないで下さい。
• キャビネットには殺虫剤、溶剤、シンナーのような揮発性物質を使用しないで下さい。
• ゴム製品またはポリ塩化ビニール製品を長期間キャビネット付近に置かないで下さい。
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9.2. トラブルシューティング
症状 想定される原因 対処

映像が表示されない 1. 電源プラグが抜けている。
2. ディスプレイの背面にある主電源スイッ
チがオンになっていない。

3. 選択された入力ソースが接続されていな
い。

4. ディスプレイがスタンバイモードになっ
ている。

1. 電源プラグをコンセントに差し込みま
す。

2. 電源スイッチがオンであることを確認し
ます。

3. ディスプレイに入力ソースを接続しま
す。

表示された画像が乱れる、または音声にノ
イズが聞こえる

周囲に電子機器や蛍光灯がある。 干渉が少ない場所にディスプレイを移動さ
せます。

色がおかしい 信号ケーブルが正しく接続されていない。 信号ケーブルが確実に接続されていること
を確認します。

映像が異常な模様で歪んでいる 1. 信号ケーブルが正しく接続されていな
い。

2. 入力ソースがディスプレイのスペックに
合っていない。

1. 信号ケーブルが確実に接続されているこ
とを確認します。

2. 本製品の範囲を超えていないか、ビデオ
信号ソースを確認します。本製品の仕様
のセクションで、仕様を確認してくださ
い。

画像が画面いっぱいに表示されない 1. ズームモードが正しく設定されていな
い。

2. スキャンモードが誤ってアンダースキャ
ンに設定されている。

画面設定メニューのズームモードまたは
CUSTOM ZOOM メニューで、画像の配置
を調整します。
画像が画面サイズを超える場合、スキャン
モードをアンダースキャンに設定する必要
があります。

音声は聞こえるが、映像が表示されない 信号ケーブルが正しく接続されていない。 ビデオ入力と音声入力の両方が正しく接続
されていることを確認します。

映像は表示されるが、音が聞こえない 1. 信号ケーブルが正しく接続されていな
い。

2. 音量が一番低く設定されている。

3. [ Mute ] がオンになっている。

4. 外部スピーカーが接続されていない。

1. ビデオ入力と音声入力の両方が正しく
接続されていることを確認します。

2. [ VOL UP ][ VOL DOWN ]ボタンで音量
を調整します。

3. [ Mute ] ボタンを押してミュートをオフ
にします。

4. 外部スピーカーを接続し、適切なレベ
ルに音量を調節します。

一部の画素が光らない 液晶パネルに画素欠陥がある。 ディスプレイは精密な技術で製造されてい
ますが、液晶パネルに画素欠陥が存在する
場合があります。これは故障ではありませ
ん。

電源をオフにした後も残像が表示される
（例 : ロゴ、ビデオゲーム、パソコン画面、
4:3モードで表示された静止画像などの残
像）

静止画像を長時間表示した。 静止画像を長時間表示しないで下さい。
ディスプレイ上に残像が表示される原因と
なります。
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10. 技術仕様
ディスプレイ :
項目 仕様
画面サイズ (アクティブ領域 ) 54.6” (138.7 cm) LCD

縦横比 16:9

画素数 1920（水平） x 1080（垂直）

画素ピッチ 0.21 (横 ) x 0.63 (縦 ) [mm]

表示可能色 10 億 7,370万色

輝度（標準） 700 cd/m2

コントラスト比（標準） 4000:1

表示角度 178度

入 /出力端子 :
項目 仕様
スピーカー出力 内部スピーカー

外部スピーカー
10W (左 ) + 10W (右 ) [RMS]/8Ω 
1方向 1スピーカーシステム
82 dB/W/M/160 Hz～ 13 KHz

音声出力 フォンジャック x 1 0.5V [rms]（通常） / 2チャンネル (L+R)

音声入力 RCAジャック x 2
3.5mmステレオ x 1

0.5V [rms]（通常） / 2チャンネル (L+R) 

RS232C 2.5mm フォンジャッ
ク x 2

RS232C 入力 /RS232C 出力

RJ-45 RJ-45ジャック x 1（8
ピン）

10/100 LANポート

HDMI入力 HDMIジャック x 2（タ
イプ A）（18ピン）

デジタル RGB: TMDS (ビデオ + 音声 )

最大 :  ビデオ - 720p、1080p、1920 x 1080/60 Hz (FHD)
音声 - 48 KHz/2 チャンネル (L+R)

LPCMのみサポート

DVI-D入力 DVI-Dジャック デジタル RGB: TMDS (ビデオ )、1920 x 1080/60 Hz (FHD)

VGA入力 D-Subジャック x 1
（15ピン）

アナログ RGB: 0.7V [p-p] (75Ω )、H/CS/V: TTL (2.2kΩ )、SOG: 1V [p-p] (75Ω )
最大 : 720p、1080p、1920 x 1080/60 Hz (FHD)

DVI-I (DVI-D & VGA)
出力

DVI-Iジャック x 1 (29
ピン )

デジタル RGB: TMDS (ビデオ )
アナログ RGB: 0.7V [p-p] (75Ω )、H/CS/V: TTL (2.2kΩ )、SOG: 1V [p-p] (75Ω )
最大 : 720p、1080p、1920 x 1080/60 Hz (FHD)

コンポーネント入力 BNCジャック x 3 Y: 1V [p-p] (75Ω )、Pb: 0.7V [p-p] (75Ω )、Pr: 0.7V [p-p] (75Ω )
最大 : 480i、576i、480p、576p、720p、1080i、1080p

ビデオ入力 BNC x 1 (Component_
Yと共有 )

コンポジット 1V [p-p] (75Ω )

Displayport 入 力 / 出
力

Displayport ジャック 
x 2（20ピン）

デジタル RGB: TMDS (ビデオ + 音声 )

最大 :  ビデオ - 720p、1080p、1920 x 1080/60 Hz (FHD)
音声 - 48 KHz/2 チャンネル (L+R)

LPCMのみサポート



BDL5580VL/11

34

一般 :
項目 仕様
電源 AC 100 - 240V、50 - 60Hz

消費電力（最大） 250 W

消費電力（標準） 125 W

消費電力（スタンバイ &オフ） <0.5W (RS232アクティブ )

寸法 (スタンド付き ) [幅 x 高さ x 奥行き ] 1244.4 x 756.0 x 400 mm

寸法 (スタンドなし ) [幅 x 高さ x 奥行き ] 1244.4 x 715.2 x 69 mm

重量 (スタンド付き ) 31.9 Kg

重量 (スタンドなし ) 30.2 Kg

総重量 (スタンドなし ) 38.0 Kg

環境条件
項目 仕様
温度 操作時 0 ~ 40℃

Storage(ストレージ ) -20 ~ 60° C

湿度 操作時 20～ 80% RH（結露なし）

Storage(ストレージ ) 5～ 95% RH（結露なし）

高度 操作時 0 ~ 3,000 m

保管時 /輸送中 0 ~ 9,000 m

内部スピーカー :
項目 仕様
種類 1方向 1スピーカー

入力 10 W (RMS)

インピーダンス 8Ω

出力音圧 82 dB/W/M

周波数応答 160 Hz～ 13 KHz
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11. 外形図
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