このたびは、パネルコンピュータをお買い求めいた
だき、まことにありがとうございます。
パネルコンピュータシリーズは直感的な操作が可能
なタッチパネルの機能を備えています。
また、設置性を考慮し、ネットワーク社会に溶け込
めるように配慮したコンピュータです。
本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご
使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取
り扱いを十分にご理解ください。

使用上のご注意
本製品を安全に、かつ正しくお使いになるため
に必要な注意事項が記載されています。本製品
をお使いになる前に必ずお読みください。

知っておきたいこと
本製品の各部の名称やその他、知っておいてい
ただきたいことがらについて説明しています。

設置と接続
本体の設置にふさわしい場所の説明や、設置の
方法および本体にあるさまざまなコネクタと接
続できる周辺機器について説明しています。

システムのセットアップ
インストール済みのオペレーティングシステム
のセットアップと再インストールの手順につい
て説明します。

操作の方法
本体の電源のON/OFFのしかたやさまざまな機
能の操作方法について説明しています。

システムBIOSユーティリティの操作
基本ハードウェアの設定を行うためのユーティ
リティ
「SETUP」
の使い方について説明していま
す。

NEC
パネルコンピュータシリーズ

トラブルシューティング
本体が思うように動かず「故障かな？」と思った
場合は、ここをご覧ください。

12PNC-W2/B2
15PNC-W2/B2
ユーザーズガイド
856-127763-001-00
2008年

8月

初版

付 録
アフターサービスを受ける際の情報について記
載しています。
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このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置い
ておくようにしてください。「使用上のご注意」
を必ずお読みください。

使用上のご注意

使
用
上
の
ご
注
意

−必ずお読みください−

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。また、本文中の名称について
は本書の「各部の名称と機能」の項をご参照ください。

安全にかかわる表示について
本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してくだ
さい。
このユーザーズガイドでは装置のどこが危険か、どのような危険に遭うか、どうすれば危険
を避けられるかなどについて説明しています。また、装置内で危険が想定される箇所または
その付近には警告ラベルが貼り付けられています。
ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、
「警告」
と
「注意」
という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義され
ています。

警告

人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

注意

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま
す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次の
ような意味を持つものとして定義されています。
注意の喚起

この記号は、危険が発生するおそれがあるこ （例）
とを表します。記号の中の絵表示は危険の内
容を図案化したものです。
（感電注意）

行為の禁止

この記号は行為の禁止を表します。記号の中 （例）
や近くの絵表示は、してはならない行為の内
容を図案化したものです。
（分解禁止）

行為の強制

この記号は行為の強制を表します。記号の中 （例）
の絵表示は、しなければならない行為の内容
を図案化したものです。危険を避けるために
（プラグを抜け）
はこの行為が必要です。

（ユーザーズガイドでの表示例）
注意を促す記号

危険に対する注意の内容

危険の程度を表す用語

注意
指定以外のコンセントに差し込まない
電源は指定された電圧、電源のコンセントをお使いください。指定以外の電源を
使うと火災や漏電の原因となります。

iii

本書、および警告ラベルで使用する記号とその内容
注意の喚起
感電のおそれがあることを示しま
す。

発煙または発火のおそれがあるこ
とを示します。

指がはさまれてけがをするおそれ
があることを示します。

爆発による傷害を負うおそれがあ
ることを示します。

特定しない一般的な注意・警告を
示します。

行為の禁止
本装置を分解・修理・改造しない
でください。感電や火災のおそれ
があります。

水や液体がかかる場所で使用しな
いでください。水にぬらすと感電
や発火のおそれがあります。

火気に近づけないでください。発
火するおそれがあります。

ぬれた手で触らないでください。
感電するおそれがあります。

指定された場所には触らないでく
ださい。感電や火傷などの傷害の
おそれがあります。

特定しない一般的な禁止を示しま
す。

本装置の電源プラグをコンセント
から抜いてください。火災や感電
のおそれがあります。

特定しない一般的な使用者の行為
を指示します。説明に従った操作
をしてください。

行為の強制

iv

安全上のご注意
本製品を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、よ
り安全に本製品をご活用ください。記号の説明についてはiiiページの
『安全にかかわる表示に
ついて』の説明を参照してください。

全般的な注意事項

警告
人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない
本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、
人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組
み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。こ
れら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損
害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
煙や異臭、異音がしたまま使用しない
万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラ
グをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店にご連絡くだ
さい。そのまま使用すると火災の原因となります。
針金や金属片を差し込まない
通気孔のすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の
危険があります。

注意
海外で使用しない
本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外
で使用すると火災や感電の原因となります。
装置内に水や異物を入れない
装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災
や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFに
して、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店にご連
絡ください。
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電源・電源コードに関する注意事項

警告
ぬれた手で電源プラグを持たない
ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。

注意
指定以外のコンセントに差し込まない
電源は指定された電圧、電源のコンセントをお使いください。指定以外の電源を
使うと火災や漏電の原因となります。
また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の
電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因とな
ります。
たこ足配線にしない
コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となる
おそれがあります。
ケーブル部分を持って引き抜かない
ケーブル部分を抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてくださ
い。ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりする
とケーブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。
中途半端に差し込まない
電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接
触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこ
りがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。
指定以外の電源コードを使わない
本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源
コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。
また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りく
ださい。
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ

コード部分を引っ張らない。
ⓦ 電源コードをはさまない。
電源コードを折り曲げない。
ⓦ 電源コードに薬品類をかけない。
電源コードをねじらない。
ⓦ 電源コードの上にものを載せない。
電源コードを束ねたまま使わない。 ⓦ 電源コードを改造・加工・修復しない。
電源コードをステープラ等で固定しない。
損傷した電源コードを使わない。（損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源
コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店にご連絡
ください。）

指定以外のACアダプタを使わない
本装置に添付されているACアダプタと別売のACアダプタ
（N8730-19313）
以外の
ACアダプタを使わないでください。感電や火災の原因となるおそれがあります。
添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない
添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その
安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでくださ
い。火災や感電の原因となるおそれがあります。
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添付のACアダプタを他の装置や用途に使用しない
添付のACアダプタは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、そ
の安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでくだ
さい。火災や感電の原因となるおそれがあります。

設置・移動・保管・接続に関する注意事項
注意
指定以外の場所に設置・保管しない
本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでくださ
い。火災やけがの原因となるおそれがあります。
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ

ほこりの多い場所。
給湯器のそばなど湿気の多い場所。
直射日光が当たる場所。
不安定な場所。

腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない
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）
の存在する環境に設置し、使用しないでください。
また、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へも設置しないでください。装置内部のプリント板
が腐食し、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。
もしご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご
相談ください。
急激な温度変化環境で開梱または使用しない
本装置は、急激な温度変化を受ける環境で開梱または使用しないでください。結露
により、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。温度変化があった
場合は、馴染み時間
（放置時間）
を充分にとってから開梱または使用してください。
電源コードを接続したままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない
インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜い
て行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブル
やコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあり
ます。
指定以外のインタフェースケーブルを使用しない
インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネク
タを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を
誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。
また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りくださ
い。
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ

破損したケーブルコネクタを使用しない。
ケーブルを踏まない。
ケーブルの上にものを載せない。
ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
破損したケーブルを使用しない。
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お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項
警告
分解・修理・改造はしない
絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作
しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。
また、本行為を行った場合は保証の対象外となります。
リチウムバッテリを取り外さない
本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています。リチウムバッテリを
取り外さないでください。リチウムバッテリは火を近づけたり、水に浸けたりす
ると爆発するおそれがあります。
また、リチウムバッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分
で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店に連絡してください。
プラグを差したまま取り扱わない
お手入れは、本装置の電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて
行ってください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま装置内
の部品に触ると感電するおそれがあります。
また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取って
ください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因とな
るおそれがあります。
破損した液晶ディスプレイには触らない
液晶ディスプレイのバックライトには水銀が使用されています。
LCDが壊れて内部の液体が目に入ったり、手についたりした場合は、すぐに水で
15分以上洗浄してください。その後、何らかの症状があらわれた場合は、医師の
診断を受けてください。
液晶ディスプレイはガラス製です。液晶ディスプレイが破損したとき、ガラスの
破片には直接触れないでください。けがをするおそれがあります。

注意
ケーブルは中途半端に取り付けない
電源ケーブルやインタフェースケーブルは確実に取り付けてください。中途半端
に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。
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運用中の注意事項
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注意
雷がなったら触らない
雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源
プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないで
ください。火災や感電の原因となります。
ペットを近づけない
本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部
に入って火災や感電の原因となります。
装置の上にものを載せない
装置が倒れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。
ヘッドフォンを耳にあてたまま接続しない
ヘッドフォンを耳にあてたままラインアウトコネクタに接続しないでください。
耳を痛めるおそれがあります。また、接続前にボリュームが大きくなっていない
ことを確認してください。

ix

警告ラベルについて
本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これは本
装置を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです
（ラ
ベルをはがしたり、汚したりしないでください）
。もしこのラベルが貼り付けられていない、
はがれかかっている、汚れているなどして判読できないときは販売店にご連絡ください。

警 告
WARNING
サービスマン以外の方は分解し
ないでください。
内部には高電圧部分があります
ので、万一さわると危険です。

Do not open the chassis and
touch the inside in case you
get an electric shock.

注 意
CAUTION
ACアダプタは、必ず添付のACアダプタ(AD7216N2L)
をご使用ください。

Use attached AC adapter (AD7216N2L) for this
equipment.

FR

装置裏面
（12PNC-W2/B2）

装置裏面
（15PNC-W2/B2）

ACアダプタ
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取り扱い上のご注意

−装置を正しく動作させるために−

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視
した取り扱いをすると誤動作や故障の原因となります。
ⓦ 本装置が正常に動作できる場所に設置してください。詳しくは2章の
「設置と接続」
を参照
してください。
ⓦ 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本装置の電源がOFFになっていることを確認
し、電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
ⓦ 電源のOFFは、本装置のアクセスランプが消灯していることを確認してから行ってくだ
さい。
ⓦ 本装置の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10秒以上経過してからにしてく
ださい。
ⓦ 本装置を移動する前に電源をOFFにして、ACアダプタや本装置に接続している周辺機器
のケーブルを本装置から抜いてください。
ⓦ 本装置を持ち運ぶ時は、本装置の端を両手でしっかりと持ってください。片手で持った
り、パネル部分に手をかけたりして持ち運ばないでください。
ⓦ パネル部分をとがったものや固いもので突かないでください。故障の原因となります。
ⓦ 表面を下にして置く場合は、静電気防止対策が施された柔らかい布などを敷いて、その
上にゆっくりとていねいに置いてください。ボールペンや固いものの上に置かないでく
ださい。
ⓦ 定期的に本装置を清掃してください
（清掃は6章の
「トラブルシューティング」
で説明して
います）。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
ⓦ オプションは本装置に取り付けられるものであること、また接続できるものであること
を確認してください。たとえ本装置に取り付け/接続できても正常に動作しないばかり
か、装置本体が故障することがあります。
ⓦ オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。
ⓦ お客様による本製品の解体および改造を行った場合は、保証の対象外となります。
ⓦ 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
− 装置の輸送後
− 装置の保管後
− 装置の動作を保証する環境条件
（温度：0℃〜40℃
（ハードディスクドライブ搭載時は
5℃〜35℃）、湿度：20%〜85%）から外れた条件下で休止状態にした後
システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求す
るようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ
（NTPサーバ）
などを利用して運用す
ることをお勧めします。
システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い
求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。
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ⓦ 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保
管することをお勧めします。
装置を保管する場合は、保管環境条件
（温度：-20℃〜60℃、湿度：10%〜90%）
を守っ
て保管してください（ただし、結露しないこと）。
ⓦ 本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。
電波による誤動作の原因となります。

Windows Vista利用時の留意事項
Windows Vistaご利用の際は、従来のWindows XPに比べて次の点が異なることにご留意
ください。
1. システムフォントがJIS2004対応となります。
Windows Vistaではシステムフォント *1 、およびIME（かな漢字変換モジュール）が
JIS2004（JIS X 0213:2004）対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用して
いるJIS90（JIS X 0208:1990）
に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体
が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字
が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。
Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される
JIS90互換フォント*2を適用し、かつIME（かな漢字変換モジュール）
の設定により変換候
補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。
*1 Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI
Gothic」の5書体に加え、Vistaより新規追加された「メイリオ」。
*2 「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

2.ブラウザはInternet Explorer7になります
Windows VistaではブラウザがInternet Explorer7（以下IE7）になります。IE7では従来
のIE6に比べてタブブラウザ方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサ
イトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に
伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用
になる場合はご注意ください。
3. 通信設定はIPv6になります
Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できな
い場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のま
まIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合
があります。
Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。
ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをおすすめします。
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健康のために
コンピュータを使った作業では、長時間同じ姿勢になりやすいため、他の一般事務作業に比
べて次のような症状が起こりやすくなります。
ⓦ 眼が疲れる
ⓦ 眼が重い
ⓦ ものがぼやけて見える
ⓦ 疲れやすい
ⓦ 首から肩、手の指にかけてしびれたり全体的に痛みを感じたりする
このような症状の感じ方は、作業時間や使用状況などにより個人差が大きいと言われています。
次のことを心がけるようにしましょう。
ⓦ 1時間の作業につき10〜15分の休憩時間をとる。
ⓦ 休憩時間には、軽い体操をするなど、気分転換をはかる。
万一、疲労が翌日まで残るような場合は、早めに医師に相談してください。

本書について
本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。本製品
のセットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きた
ときは取り扱いの上の安全性を含めてご利用ください。
本書は、Windows XPなどのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般
的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として
記載されています。
本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に本文中で以下の3種類の記号を使用し
ています。それぞれの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

重要

装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべ
き点を示します。
装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。

チェック

知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。
ヒント
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1

知っておきたい
こと
各部の名称と機能 -------------------------------- 2

使用上のご注意
本製品を安全に、かつ正しくお使いになるため
に必要な注意事項が記載されています。本製品
をお使いになる前に必ずお読みください。

知っておきたいこと
本製品の各部の名称やその他、知っておいてい
ただきたいことがらについて説明しています。

設置と接続
本体の設置にふさわしい場所の説明や、設置の
方法および本体にあるさまざまなコネクタと接
続できる周辺機器について説明しています。

付属品の確認 -------------------------------------- 7
第三者への譲渡について ------------------------ 8
消耗品･装置の廃棄について ------------------- 9

システムのセットアップ
インストール済みのオペレーティングシステム
のセットアップと再インストールの手順につい
て説明します。

移動と保管 --------------------------------------- 10

操作の方法
本体の電源のON/OFFのしかたやさまざまな機
能の操作方法について説明しています。

システムBIOSユーティリティの操作
基本ハードウェアの設定を行うためのユーティ
リティ
「SETUP」
の使い方について説明していま
す。

トラブルシューティング
本体が思うように動かず「故障かな？」と思った
場合は、ここをご覧ください。

付 録
アフターサービスを受ける際の情報について記
載しています。

1

各部の名称と機能
本装置の各部の名称を次に示します。

装置表面/側面
（12PNC-W2/B2）
タッチパネル付き液晶ディスプレイ
マウス、キーボードなしで、画面
タッチで操作できる。
Express Cardスロット
オプションのExpress Card
を取り付けるスロット。

電源スイッチ
本装置の電源をON/OFFす
るスイッチ。一度押すと電
源ランプが点灯し、ON状態
になる。もう一度押すと
OFFの状態になる（電源を一
度OFFにした後、再びONに
するときは10秒以上経過し
てからにしてください）。

電源ランプ（緑色）
電源をONにすると緑色
に点灯する。

盗難防止用ロック

スピーカ

盗難防止のための
セキュリティケー
ブル（別売品）を接
続する。

音声を出力する。

音量ダウンスイッチ
音量を下げる。
音量アップスイッチ
音量を上げる。

2

輝度アップスイッチ
液晶ディスプレイの輝度を上げる。
輝度ダウンスイッチ
液晶ディスプレイの輝度を下げる。

装置表面/側面
（15PNC-W2/B2）
タッチパネル付き液晶ディスプレイ
Express Cardスロット
オプションのExpress Card
を取り付けるスロット。

スピーカ（左右に各1つ）
音声を出力する。

マウス、キーボードなしで、画面
タッチで操作できる。
電源スイッチ
本装置の電源をON/OFFす
るスイッチ。一度押すと電源
ランプが点灯し、ON状態に
なる。もう一度押すとO F F
の 状 態 に な る（ 電 源 を 一 度
OFFにした後、再びONにす
るときは10秒以上経過して
からにしてください）。

電源ランプ（緑色）
電源をONにすると緑色
に点灯する。

盗難防止用ロック
盗難防止のためのセキュリティ
ケーブル（別売品）を接続する。
輝度アップスイッチ
音量ダウンスイッチ
音量を下げる。
音量アップスイッチ

液晶ディスプレイの輝度を上げる。
輝度ダウンスイッチ
液晶ディスプレイの輝度を下げる。

音量を上げる。
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装置裏面
（12PNC-W2/B2）
Express Cardスロット
オプションのExpress Card
を取り付けるスロット。

ディスクアクセスランプ
（緑色）
本体内蔵のハードディス
クドライブにアクセスし
ているときに点灯する。

電源コネクタ
添付のACアダプタの
電源コードを接続する。
USBコネクタ（4ポート）
USB 2.0対応のインタフェースを
持つ装置と接続する。

ラインアウトコネクタ
ラインイン端子を持つ機器
（オーディオ機器など）と接続
する。

1000/100/10ランプ
LANポートの転送速度を
示すランプ。
1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-Tコネクタ
LAN上のネットワークシステムと
接続する。

シリアルポートコネクタ1
（COM1）
シリアルインタフェースを持
つコネクタと接続する。

LINK/ACTランプ
LANポートのアクセス状態を
示すランプ。

4

装置裏面
（15PNC-W2/B2）
Express Cardスロット
オプションのExpress Card
を取り付けるスロット。

シリアルポートコネクタ2
（COM2）
シリアルインタフェースを持つ
コネクタと接続する。

電源コネクタ
添付のACアダプタの
電源コードを接続する。

ディスクアクセスランプ
（緑色）

USBコネクタ（4ポート）

本体内蔵のハードディスク
ドライブにアクセスしてい
るときに点灯する。

USB 2.0対応のインタフェース
を持つ装置と接続する。

ラインアウトコネクタ

1000/100/10ランプ

ラインイン端子を持つ
機器（オーディオ機器な
ど）と接続する。

LANポートの転送速度を
示すランプ。

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-Tコネクタ
LAN上のネットワークシステムと
接続する。

シリアルポートコネクタ1
（COM1）
シリアルインタフェースを
持つコネクタと接続する。
LINK/ACTランプ
LANポートのアクセス状態を
示すランプ。
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ランプ表示
本装置のランプの表示とその意味は次のとおりです。ランプの場所については前ページを参
照してください。

電源ランプ
本体の電源がONの間、ランプが緑色に点灯しています。電源が本体に供給されていないと
電源ランプが消灯します。

ディスクアクセスランプ
ディスクアクセスランプは本体内部のハードディスクドライブおよびコンパクトフラッシュ
にアクセスしているときに点灯します。

1000/100/10ランプ
標準装備のネットワークポートは、1000BASE-T(1Gbps)、100BASE-TX（100Mbps）と
10BASE-T（10Mbps）をサポートしています。
このランプは、ネットワークポートの通信モードがどのネットワークインタフェースで動作
しているかを示します。橙色に点灯しているときは、1000BASE-Tで動作していることを
示します。緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作していることを示します。
消灯しているときは、10BASE-Tで動作していることを示します。

LINK/ACTランプ
本体標準装備のネットワークポートの状態を表示します。本体とHUBに電力が供給されてい
て、かつ正常に接続されている間、緑色に点灯します
（LINK）
。ネットワークポートが送受信
を行っているときに緑色に点滅します（ACT）。
LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルの状態やケーブルの接続
状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク
（LAN）
コント
ローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店に連絡してください。

6

付属品の確認
本装置の梱包箱の中には、装置本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品
表を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りな
いものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。
付属品について

重要

ⓦ

添付品はセットアップをするときやオプションの増設、本装置が故障したときに必要と
なりますので大切に保管してください。

ⓦ

オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードなどは、所定事項をご記入
の上、必ず投函してください。

ⓦ

フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクのバックアップを
とってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バック
アップディスクを使用してください。

ⓦ

フロッピーディスクまたはCD-ROM/CD-RW/DVD-ROMが添付されている場合は、
その使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用
についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店にお問い合
わせください。
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第三者への譲渡について
本体または本体に添付されているものを第三者に譲渡
（または売却）
するときは、次の注意を
守ってください。
ⓦ 本体について
本装置を第三者へ譲渡（または売却）する場合には、本書を一緒にお渡しください。
ハードディスクドライブおよびコンパクトフラッシュ内のデータについて

重要

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブおよびコンパクトフラッシュ
に保存されている大切なデータ
（例えば顧客情報や企業の経理情報など）
が第三者へ漏洩
することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。
WindowsやLinuxなどのオペレーティングシステムの「ゴミ箱を空にする」操作やオペ
レーティングシステムの
「フォーマット」
コマンドでは見た目は消去されたように見えま
すが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。
完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途
に転用されるおそれがあります。
このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア
（有償）
またはサービス
（有償）を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。
なお、データの処分をしないまま、譲渡
（または売却）
し、大切なデータが漏洩された場
合、その責任は負いかねます。

ⓦ 本装置に添付されているACアダプタ、電源コードにつきましても、他装置への転用を防
ぐため、本体と一緒にお渡しください。
ⓦ 添付のソフトウェアについて
本装置に添付のソフトウェアを第三者に譲渡（売却）する場合には、以下の条件を満たす
必要があります。
− 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこ
と
− 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関す
る条件を満たすこと
− 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置か
ら削除した後、譲渡すること

8

消耗品・装置の廃棄について
ⓦ 本装置およびオプション製品の廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってくださ
い。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。
ⓦ

重要

本装置のマザーボード上にあるバッテリの廃棄
（および交換）
についてはお買い求め
の販売店までお問い合わせください。

ⓦ

液晶ディスプレイ(LCD)のバックライトには水銀が使用されています。
液晶ディスプレイの廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってくだ
さい。

ⓦ

ハードディスクドライブやコンパクトフラッシュ、バックアップデータカートリッ
ジ、フロッピーディスク、その他書き込み可能なメディア
（CD-R/CD-RWなど）
に
保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様
の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業
の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。

ⓦ 本装置の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります
（装置内蔵のバッテリな
ど）
。装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧め
します。交換や寿命については、お買い求めの販売店にご連絡ください。

警告
リチウムバッテリを取り外さない
本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています。リチウムバッテリを
取り外さないでください。リチウムバッテリは火を近づけたり、水に浸けたりす
ると爆発するおそれがあります。
また、リチウムバッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分
で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店に連絡してください。

マザーボード

9

知
っ
て
お
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と

移動と保管
本装置を移動・保管するときは次の手順に従ってください。

注意
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷や
けがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ
以降の説明をご覧ください。
ⓦ

指定以外の場所に設置・保管しない

ⓦ

電源コードを接続したままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをし
ない

ⓦ

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

ⓦ

ハードディスクドライブまたはコンパクトフラッシュに保存されている大切なデータは
バックアップをとっておいてください。

ⓦ

ハードディスクドライブを内蔵している場合はハードディスクドライブに衝撃を与えな
いように注意して本装置を移動させてください。

重要

1. 本体の電源をOFF（電源ランプ消灯）にする。
2. ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、本体の電源コードを抜く。
3. 本体に接続しているケーブルをすべて取り外す。
4. 本体に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようにしっかりと梱包する。

重要
ⓦ

本体を持ち運ぶ際は、本体の端の部分（丸印の部分を推奨）をしっかりと持ってください。
パネル部分やスピーカ部分に余分な力が加わらないよう注意してください。また、梱包する
際もこれらの部分に力や衝撃が加わらないよう緩衝材などで保護してください。
15PNC-W2/B2

12PNC-W2/B2

パネル部分

パネル部分
スピーカ

ⓦ

10

スピーカ

梱包する際は、パネル面を上に向けてください。また、梱包箱の上に重ね置きしないでくだ
さい。

2

設置と接続
設

置 --------------------------------------------- 12

接

続 --------------------------------------------- 23

使用上のご注意
本製品を安全に、かつ正しくお使いになるため
に必要な注意事項が記載されています。本製品
をお使いになる前に必ずお読みください。

知っておきたいこと
本製品の各部の名称やその他、知っておいてい
ただきたいことがらについて説明しています。

設置と接続
本体の設置にふさわしい場所の説明や、設置の
方法および本体にあるさまざまなコネクタと接
続できる周辺機器について説明しています。

システムのセットアップ
インストール済みのオペレーティングシステム
のセットアップと再インストールの手順につい
て説明します。

操作の方法
本体の電源のON/OFFのしかたやさまざまな機
能の操作方法について説明しています。

システムBIOSユーティリティの操作
基本ハードウェアの設定を行うためのユーティ
リティ
「SETUP」
の使い方について説明していま
す。

トラブルシューティング
本体が思うように動かず「故障かな？」と思った
場合は、ここをご覧ください。

付 録
アフターサービスを受ける際の情報について記
載しています。

11

設 置
注意
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷や
けがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ
以降の説明をご覧ください。
ⓦ
ⓦ

指定以外の場所に設置しない
腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない

本装置の設置にふさわしい場所
は次のとおりです。設置場所が
決まったら、設置場所にゆっく
りと静かに置いてください。
次ページの図に示す条件に当て
はまるような場所には設置しな
いでください。これらの場所に
本装置を設置すると、誤動作の
原因となります。

AC100V、平行二極
の壁付きコンセント

重要

12

装置の動作時に室内温度0℃〜40℃
(ハードディスクドライブ搭載時は、
5〜35℃)、湿度20%〜85%の
範囲を保てる場所*

* 室内温度15℃〜25℃の
範囲が保てる場所での
使用をお勧めします。

ほこりの少ない、きれい
で整頓された部屋

パネルコンピュータ単体での設置はできません。パネルコンピュータの設置の際には、自立
スタンド、ウォームスタンド、壁掛けブラケットのいずれかを使用して設置することを推奨
いたします。

温度変化の激しい場所（暖房器、
エアコン、冷蔵庫などの近く）。

帯電防止加工が施されていない
じゅうたんを敷いた場所。

強い磁界を発生させるもの（テレ
ビ、ラジオ、放送/通信用アンテ
ナ、送電線、電磁クレーンなど）の
近く（やむを得ない場合は、販売店
に連絡してシールド工事などを
行ってください）。

ⓦ

重要

腐食性ガスの発生する場所（大気
中に硫黄の蒸気が発生する環境下
など）、薬品類の近くや薬品類が
かかるおそれのある場所。

強い振動の発生する場所。

電源コードまたはインタフェース
ケーブルを足で踏んだり、引っ掛
けたりするおそれのある場所。

物の落下が考えられる場所。

本装置の電源コードを他の接地線
（特に大電力を消費する装置など）
と共用しているコンセントに接続
しなければならない場所。

電源ノイズ（商用電源をリレーな
どでON/OFFする場合の接点ス
パークなど）を発生する装置の近
くには設置しないでください。
（電源ノイズを発生する装置の近
くに設置するときは電源配線の分
離やノイズフィルタの取り付けな
どを販売店に連絡して行ってくだ
さい。）

本体を持ち運ぶ際は、本体の端の部分
（丸印の部分を推奨）
をしっかりと持ってください。
パネル部分やスピーカ部分に余分な力が加わらないよう注意してください。また、梱包
する際もこれらの部分に力や衝撃が加わらないよう緩衝材などで保護してください。
15PNC-W2/B2

12PNC-W2/B2

パネル部分

ⓦ

スピーカ

パネル部分

スピーカ

本体の設置は電源がOFFの状態で行ってください。電源がONの状態で本体の向きを変
えたりする場合は、下面にあるスイッチ類に触れないよう注意してください。電源ス
イッチの設定によっては、電源スイッチを押すことによってシャットダウンしてしまう
ことがあります。

本装置はスタンドに立てかけたり、壁に掛けたりすることができます。自立スタンドや
ウォームスタンド、壁掛けブラケットはオプションです。取り扱いについては、オプション
に添付されている取り扱いの手引きを参照してください。
本装置に衝撃を加えないようていねいに取り扱ってください。

重要
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机の上に立てて置く
オプションの自立スタンドやウォームスタンドに立てかける手順を説明します。会議や商談
の席で机の上に立てた状態にして設置して、スタッフや商談相手のお客様に表示内容を見せ
ながら打ち合わせを進めていくことができます。

自立スタンドを使用する場合
自立スタンドは仰角25度および30度、35度の角度で本装置を立てかけることができます。
工具はプラスドライバを用意してください。

12PNC-W2/B2

15PNC-W2/B2

1. 本装置の表面を下に向け、丈夫で水平な机の上にていねいに置く。
チェック

机の上にドライバやボールペンなどの固いものや異物を置いていないことを確認してください。
また、机の上に液体などがこぼれていないことも確認してください。本装置のパネル部分を破
損してしまうおそれがあります。

14

2. 本装置裏面にあるネジ穴（4か所）とスタンドにあるネジ穴を合わせて、ネジで固定する。

重要
ⓦ

ネジはスタンドに添付のものを使用してください。添付されているネジ以外のネジを使うと
本装置の破損の原因となります。

ⓦ

この時点ではまだ自立スタンドが固定されていません。しっかりと自立スタンドと本装置を
支えてください。

設
置
と
接
続

15PNC-W2/B2

12PNC-W2/B2

3. 本装置の向き（仰角）を決め、自立スタンドのステー（両サイド）をネジで固定する。
自立スタンドは仰角25度および30度、35度の角度で立てかけることができます。角度は自立ス
タンドの固定ステーのネジ止め位置で決まっています。
ネジは自立スタンド添付のネジを使用してください。

仰角25度の固定位置

12PNC-W2/B2

仰角30度の固定位置
仰角35度の固定位置

仰角25度の固定位置

15PNC-W2/B2

仰角30度の固定位置
仰角35度の固定位置

4. 本装置をしっかりと持って立てる。

15

ウォームスタンドを使用する場合
ウォームスタンドは仰角10度から仰角35度の間で自由に角度を調整することができます。
工具はプラスドライバを用意してください。

12PNC-W2/B2

15PNC-W2/B2

1. 本装置の表面を下に向け、丈夫で水平な机の上にていねいに置く。
チェック

机の上にドライバやボールペンなどの固いものや異物を置いていないことを確認してください。
また、机の上に液体などがこぼれていないことも確認してください。本装置のパネル部分を破
損してしまうおそれがあります。
2. 本装置裏面にあるネジ穴（4か所）とブラケットにあるネジ穴を合わせて、ネジで固定する。

12PNC-W2/B2

16

15PNC-W2/B2

重要
ⓦ

ネジはスタンドに添付のものを使用してください。添付されているネジ以外のネジを使うと
本装置の破損の原因となります。

ⓦ

ブラケットのネジ穴は12型用と15型用で異なります。使用する装置のネジ穴を確認して
ください。

設
置
と
接
続
3. 本装置をしっかりと持ってウォームスタンド本体に取り付ける

重要
ブラケットとウォームスタンド本体を確実に接合してください。また接合の際にブラケットと
ウォームスタンド本体の間にケーブルを挟み込まないよう注意してください。

12PNC-W2/B2

15PNC-W2/B2

17

4. ブラケットとウォームスタンド本体をネジ（1本）で固定する。

重要
ネジはスタンドに添付のものを使用してください。添付されているネジ以外のネジを使うと本
装置の破損の原因となります。

12PNC-W2/B2

5. 本装置の向き（仰角）を決める。
ウォームスタンド背面のダイヤルを反時
計回りに回すとディスプレイが上に向き
ます。

ウォームスタンド背面のダイヤルを時計
回りに回すとディスプレイが下に向きま
す。

18

15PNC-W2/B2

ウォームスタンドは仰角10度から仰角35度の間で自由に角度を調整することができます。

仰角10度

仰角35度

ヒント

設
置
と
接
続

ウォームスタンドにはACアダプタを収納できるスペースがあります。

19

壁に掛ける
オプションの壁掛けブラケットを使って壁にかける手順を説明します。展示会や受付窓口に
設置し、さまざまな情報を来訪者の方々に知らせることができます。
工具はプラスドライバを用意してください。

12PNC-W2/B2

■
■
■
■

15PNC-W2/B2

壁掛けブラケットの取り付け工事はお客様では一切行わないでください。
設置は必ず取付工事業者に依頼してください。
取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、弊社は責任を負いかねます。
壁掛けブラケットを壁面に設置後、壁掛けブラケットを撤去すると、壁面に取付ネジ類
の穴やアンカーボルトが残りますのでご了承ください。

1. 本装置の表面を下に向け、丈夫で水平な机の上にていねいに置く。
チェック

机の上にドライバやボールペンなどの固いものや異物を置いていないことを確認してください。
また、机の上に液体などがこぼれていないことも確認してください。本装置のパネル部分を破
損してしまうおそれがあります。
2. 本装置裏面にあるネジ穴（4カ所）とブラケットAにあるネジ穴を合わせて、ネジで固定する。

重要
ネジは壁掛けブラケットに添付のものを使用してください。添付されているネジ以外のネジを
使うと本装置の破損の原因となります。
ブラケットA

ブラケットA

12PNC-W2/B2
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15PNC-W2/B2

3. ブラケットBを壁に固定する。
チェック

ⓦ

あらかじめ取り付ける高さを確認
してください。

ⓦ

本装置およびブラケットの総質量
は最大で5kgです。質量に耐えられ
るしっかりとした壁に取り付けて
ください。

ⓦ

図を参考にブラケットの向きを確
認してください。また、ブラケッ
トが傾いて固定されないよう注意
してください。

ブラケットB

4. 本装置をしっかりと持ってブラケットBに立てかける。

重要
ブラケットAとブラケットBを確実に接合してください。また接合の際にブラケットAとブラ
ケットBの間にケーブルを挟み込まないよう注意してください。

12PNC-W2/B2

15PNC-W2/B2

5. 本装置の底面をネジ2本で固定する。
ネジは壁掛けブラケットに添付のネジを使用してください。

12PNC-W2/B2

15PNC-W2/B2
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重要

その他の設置方法にてパネルコンピュータを使用する場合は、以下のことを必ず守ってくだ
さい。
ⓦ

取り付け仰角が0度〜35度の範囲となるように設置すること。

仰角0度

ヒント

22

仰角35度

ⓦ

パネルコンピュータ本体の重量（最大5kg）に加え、タッチパネル操作による加重がか
かっても激しく振動しないように設置すること。

ⓦ

パネルコンピュータ周辺の空気の対流を妨げないように設置すること。

ⓦ

パネルコンピュータ周辺の温度が0℃〜40℃（ハードディスクドライブ搭載時は5℃〜
35℃）、湿度が20%〜85%の範囲が保てること。

ⓦ

本書13ページに記載されている条件に当てはまるような場所には設置しないこと。

パネルコンピュータ背面のスタンド取付用ネジ穴は75mm×75mm間隔ですので、VESA
FPMPMI規格
（75mm×75mm）
に準拠したディスプレイアームを使用することも可能です。

接 続
本装置と周辺装置を接続します。
本装置の底面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次の図
は本装置が標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。周辺装置を
接続してから添付の電源コードを添付のACアダプタと本装置に接続し、電源プラグをコン
セントにつなげます。

警告
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死
亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ以降の説明を
ご覧ください。

設
置
と
接
続

ぬれた手で電源プラグを持たない

注意
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷や
けがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ
以降の説明をご覧ください。
ⓦ

指定以外のコンセントに差し込まない

ⓦ

たこ足配線にしない

ⓦ

中途半端に差し込まない

ⓦ

指定以外の電源コードやACアダプタを使わない

ⓦ

プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

ⓦ

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

23

周辺機器
本体にあるさまざまなコネクタと接続できる周辺機器について説明します。

12PNC-W2/B2
USBインタフェースを持つ装置
（USBキーボード/USBマウス）

ハブ（マルチポート
リピータ）

シリアルインタフェースを
持つ装置（モデムなど）

ラインイン端子を持つ機器
（オーディオ機器など）

15PNC-W2/B2
USBインタフェースを持つ装置
（USBキーボード/USBマウス）

シリアルインタフェースを
持つ装置（モデムなど）

ハブ（マルチポート
リピータ）
ラインイン端子を持つ機器
（オーディオ機器など）
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ⓦ

本装置、および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状
態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。

ⓦ

本製品とUSB/Express Card/RS-232C/Audioのインタフェースを介して周辺機
器を接続して運用する場合は、必ずお客様にて事前に動作確認をしてからご利用くださ
い。お客様自身で動作確認ができない場合は、弊社にて動作確認をすることもできます
（有償）。お買い求めの販売店にご相談ください。
周辺機器およびインタフェースケーブルの中には本装置で使用できないものがありま
す。動作不良が発生した場合でも弊社でサポートできない場合もございますので、ご承
知おきください。

重要

周辺機器との接続ケーブルおよびACアダプタのケーブルは、ケーブル同士がからんでコネ
クタから外れたり、強いストレスを受けてケーブル内部で断線したりしないよう、バンドで
ていねいに束ねてください。

設
置
と
接
続

12PNC-W2/B2
バンド

15PNC-W2/B2
バンド
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電源コード
周辺機器との接続が完了したら、最後に電源コードを接続します。
はじめに添付のACアダプタを本装置の電源コネクタに接続し、添付の電源コードをACアダ
プタに接続します。最後に電源コードのもう一方のプラグをコンセントに接続してくださ
い。

12PNC-W2/B2

15PNC-W2/B2

ⓦ

添付のACアダプタおよび電源コード、別売のACアダプタ（N8730-19313）以外の
ものを使用しないでください。本装置の故障の原因となります。

ⓦ

ACアダプタおよび電源コードが破損した場合は、お買い求めの販売店に連絡してくだ
さい。

重要

ヒント
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システムBIOSのSETUPのAC-Link設定にて電源ONしない設定の場合でも、本装置への電源
供給にていったん電源がONになり、1〜2秒後にOFFになります。これは装置の仕様で故障
ではありません。

3

システムの
セットアップ
電源を入れる前に
（セットアップのポイント）------------------- 28
1

ハードウェアのセットアップ ----------- 29

2

オペレーティングシステムの
セットアップ -------------------------------- 30

使用上のご注意
本製品を安全に、かつ正しくお使いになるため
に必要な注意事項が記載されています。本製品
をお使いになる前に必ずお読みください。

知っておきたいこと
本製品の各部の名称やその他、知っておいてい
ただきたいことがらについて説明しています。

設置と接続
本体の設置にふさわしい場所の説明や、設置の
方法および本体にあるさまざまなコネクタと接
続できる周辺機器について説明しています。

システムのセットアップ
インストール済みのオペレーティングシステム
のセットアップと再インストールの手順につい
て説明します。

再セットアップについて ---------------------- 34
操作の方法
本体の電源のON/OFFのしかたやさまざまな機
能の操作方法について説明しています。

システムBIOSユーティリティの操作
基本ハードウェアの設定を行うためのユーティ
リティ
「SETUP」
の使い方について説明していま
す。

トラブルシューティング
本体が思うように動かず「故障かな？」と思った
場合は、ここをご覧ください。

付 録
アフターサービスを受ける際の情報について記
載しています。
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電源を入れる前に
（セットアップのポイント）
本製品をセットアップし、システムを構築する場合は、次の順序で行います。

①

ハードウェアのセットアップ

本製品を箱から取り出し、必要に応じて、オプションの自立スタンド、ウォームスタンド、
壁掛けブラケットで最適な場所に設置後、ACアダプタを本体裏面のコネクタに接続します。
詳しい手順はこの章の「1

②

ハードウェアのセットアップ」
で説明しています。

オペレーティングシステムのセットアップ

購入された本製品には、以下のオペレーティングシステムがすでにインストールされていま
す。
ⓦ Microsoft Windows Vista Business for Embedded Systems
そのまま電源をONにすればユーザー固有の情報など必要な設定を入力するだけで使用で
きるようになっています。詳しい手順はこの章の
「2 オペレーティングシステムのセッ
トアップ」で説明しています。
ⓦ Microsoft Windows XP Professional for Embedded Systems
そのまま電源をONにすればユーザー固有の情報など必要な設定を入力するだけで使用で
きるようになっています。詳しい手順はこの章の
「2
トアップ」で説明しています。

オペレーティングシステムのセッ

ⓦ Microsoft Windows XP Embedded プリインストールモデル
そのまま電源をONにすれば、使用できる状態になっています。
詳しい手順はこの章の「2 オペレーティングシステムのセットアップ」で説明していま
す。
なお、ネットワークに接続する場合は、コンピュータ名やTCP/IPなどの設定が必要です。
あらかじめ確認しておくことをお勧めします(後から変更することもできます)。
ネットワークを経由して、他のシステムからの指示により本装置の電源を投入(リモートパ
ワーオン)する場合は、システムBIOSのSETUPで「Advanced」→「Advanced Chipset
Control」にある「Wake On LAN/PME」を［Enabled］に設定します（110ページ）。
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1 ハードウェアのセットアップ
次の順序でハードウェアをセットアップします。
1. 本製品を購入後、初めてのセットアップの場合は、本体や添付品を箱から取り出し、すべての部
品が揃っていることおよび破損しているものがないことを確認する（→添付の「構成品表」を参
照）。
2. 本装置を使用するのに最も適した場所（環境）に設置する（→2章を参照）。
3. 添付のACアダプタを本装置に接続し、電源コードをACアダプタと電源コンセントに接続する
（→
2章を参照）。

重要
キーボードおよびマウス以外の周辺機器はオペレーティングシステムのセットアップを完了し
てから接続してください。ただし、セットアップに必要となるキーボードとマウスはお客様で
用意してあらかじめ接続してください。
ヒント

システムBIOSのSETUPのAC-Link設定にて電源ONしない設定の場合でも、本装置への電源供
給にていったん電源がONになり、1〜2秒後にOFFになります。これは装置の仕様で故障ではあ
りません。
4. 装置の構成やシステムの用途に応じてBIOSの設定を変更する。
5章に示す設定例を参考にしてください。
チェック

ⓦ

システムBIOSのSETUPで時刻や日付の設定と確認をしてください。

ⓦ

システムBIOSのSETUPを操作するためには本体にUSBキーボードを接続してください。

ハードウェアのセットアップを完了したら、オペレーティングシステムのセットアップへ進
んでください。
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2 オペレーティングシステムのセットアップ
オペレーティングシステムのセットアップについて説明します。

操作の基本
本製品は、パネル（ディスプレイ）部分を指で触れながら直接操作をします。
本製品では、利用者の指がパネル上のマウスの役目をします。
パネルの上に指を置くと、カーソルが指の場所へと移動してきます。
また、ボタンやリンクが貼られたオブジェクト
（およびテキスト）
部分を指で触れるとマウス
でクリックしたときのような動作をします。

12PNC-W2/B2

ヒント

15PNC-W2/B2

本製品では、マウスなどの「ダブルクリック」や「ドラッグ」、「右クリック」などの操作は必
要としていません。すべて「クリック
（画面にタッチ）
することで操作することができます。

セットアップの手順
初めて電源をONにしてセットアップするときは、次の手順で本装置を起動して、セットアッ
プを始めます。

重要
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本製品に搭載しているOSはEmbedded OSであり、特定業務用機器としてのみご使用い
ただけます。
本OSでは、デスクトップ画面の表示が禁止されているなど、いくつかの制限事項がありま
す。本製品をご使用する際には、スタートアップにアプリケーションを登録し、装置の起動
時から特定の業務に特化した運用をしてください。その他詳細につきましては販売店等にご
確認ください。

Windows Vista Businessプリインストールの場合
Microsoft Windows Vista Businessがあらかじめインストールされているモデルの場合
は、次の手順に従ってセットアップをしてください。

重要

セットアップを完了するまでは、キーボードやマウス以外の周辺装置を接続しないでくださ
い。
USBポート

1. 本体裏面にあるUSBポートにUSBキー
ボードとUSBマウスを接続する。
USBキーボードとUSBマウスはお客様で
用意してください。

12PNC-W2/B2
USBポート

15PNC-W2/B2

2. 電源スイッチを押して、本装置の電源をONにする。
本装置は自動的に自己診断テスト（POST）を開始し、その後オペレーションシステムが起動しま
す。
初回起動時には約30分の時間を要します。

電源スイッチ

電源スイッチ

12PNC-W2/B2

15PNC-W2/B2

3. 画面のメッセージに従って各種設定を完了させる。
パスワードの変更を求められます[OK]を押してください。
初期パスワードは設定されていませんのでブランクです。
設定したいパスワードを入力するか、パスワードを設定しない場合はブランクのまま[→]を押下
してください。
4. 自動環境設定。
ログイン後、自動で再起動される旨のメッセージが表示されますので、そのまましばらくお待ち
ください。
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Windows XP Professionalプリインストールの場合
Microsoft Windows XP Professionalがあらかじめインストールされているモデルの場合
は、次の手順に従ってセットアップをしてください。

重要

セットアップを完了するまでは、キーボードやマウス以外の周辺装置を接続しないでくださ
い。

1. 本体裏面にあるUSBポートにUSBキー
ボードとUSBマウスを接続する。

USBポート

USBキーボードとUSBマウスはお客様で
用意してください。
12PNC-W2/B2
USBポート

15PNC-W2/B2

2. 電源スイッチを押して、本装置の電源をONにする。
本装置は自動的に自己診断テスト（POST）を開始し、その後オペレーションシステムが起動しま
す。

電源スイッチ

電源スイッチ

12PNC-W2/B2

15PNC-W2/B2

3. Windows XPのセットアップが開始される。
「Windows XPのセットアップウィザードの開始」画面が表示されたら、<Enter>キーを押してく
ださい。自動で設定が完了後、再起動します。
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Windows XP Embeddedプリインストールの場合
Microsoft Windows XP Embeddedがあらかじめインストールされているモデルの場合は、
お客様の固有情報などオペレーティングシステムのセットアップは特にありません。
電源スイッチを押して、本装置の電源をONにしてください。
本装置は自動的に自己診断テスト
（POST)を開始し、その後、
「Windowsへようこそ」
が表示
されます。
これで本装置を使用できる状態になりました。
ランチャー画面を設定したい場合は、4章を参照してください。

電源スイッチ

12PNC-W2/B2

電源スイッチ

15PNC-W2/B2
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再セットアップについて
再セットアップの手順と注意事項を説明します。

Windows Vista Business
再セットアップを行うと、不具合が見られる本装置のシステムを復旧させることができます
が、ハードディスクドライブに保存している内容は消えてしまいます。再セットアップが必
要かどうかをよく確認してから始めてください。

準備するもの
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ

パネルコンピュータ Recovery DVD-ROM
USB DVD-ROMドライブ
USBキーボード
USBマウス

再セットアップ
1. 「パネルコンピュータRecovery DVD-ROM」をDVD-ROMドライブにセットし、パネルコン
ピュータを起動する。
2. 「Press any key to boot from CD...」と表示されたらEnterキーを押す。
5秒以内にキーを押してください。タイミングが遅いとハードディスクドライブから起動されて
しまいます。
成功すると「Loading RAMDISK image....」と表示されます。セットアップをするための準備をし
ているのでしばらくお待ちください。その後、再セットアップが自動で開始されます。
3. 「インストールを開始します。[OK]を押してください」と表示されますので[OK]を押してくださ
い。
4. インストール完了。
インストールが完了すると、「再起動します。[OK]を押してください」と表示されます。
[OK]を押すと自動的に再起動します。
5. Windows Vistaのセットアップが開始されます。
再セットアップが開始されると、約30分の時間がかかります(途中再起動を1回含みます)。
6. パスワードの変更を求められます。[OK]を押してください。
初期パスワードは設定されていませんのでブランクです。
設定したいパスワードを入力するか、パスワードを設定しない場合はブランクのまま[→]を押下
してください。
7. 自動環境設定。
ログイン後、自動で再起動される旨のメッセージが表示されますので、そのまましばらくお待ち
ください。

以上でWindows Vista Businessの再セットアップは完了です。

34

Windows XP Professional
再セットアップを行うと、不具合が見られる本装置のシステムを復旧させることができます
が、ハードディスクドライブに保存している内容は消えてしまいます。再セットアップが必
要かどうかをよく確認してから始めてください。

準備するもの
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ

パネルコンピュータ Recovery DVD-ROM
USB DVD-ROMドライブ
USBキーボード
USBマウス

再セットアップ
1. 「パネルコンピュータRecovery DVD-ROM」をDVD-ROMドライブにセットし、パネルコン
ピュータを起動する。
2. 「Press any key to boot from CD...」と表示されたらEnterキーを押す。
5秒以内にキーを押してください。タイミングが遅いとハードディスクドライブから起動されて
しまいます。
成功すると「Loading RAMDISK image....」と表示されます。セットアップをするための準備をし
ているのでしばらくお待ちください。その後、再セットアップが自動で開始されます。
3. 「インストールを開始します。[OK]を押してください」と表示されますので[OK]を押してくださ
い。
4. インストール完了。
インストールが完了すると、「再起動します。[OK]を押してください」と表示されます。
[OK]を押すと自動的に再起動します。
5. Windows XPのセットアップが開始されます。
「Windows XPセットアップウィザードの開始」画面が表示されたら<Enter>キーを押してくださ
い。
自動で設定が完了後、再起動します。

以上でWindows XP Professionalの再セットアップは完了です。
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Windows XP Embedded
再セットアップを行うと、不具合が見られる本装置のシステムを復旧させることができます
が、ハードディスクドライブに保存している内容は消えてしまいます。再セットアップが必
要かどうかをよく確認してから始めてください。

準備するもの
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ

パネルコンピュータ Recovery DVD-ROM
USB DVD-ROMドライブ
USBキーボード
USBマウス

再セットアップ
1. 「パネルコンピュータRecovery DVD-ROM」をDVD-ROMドライブにセットし、パネルコン
ピュータを起動する。
2. 「Press any key to boot from CD...」と表示されたらEnterキーを押す。
5秒以内にキーを押してください。タイミングが遅いとハードディスクドライブから起動されて
しまいます。
成功すると「Loading RAMDISK image....」と表示されます。セットアップをするための準備をし
ているのでしばらくお待ちください。その後、再セットアップが自動で開始されます。
3. 「インストールを開始します。[OK]を押してください」と表示されますので[OK]を押してくださ
い。
4. インストール完了。
インストールが完了すると、「再起動します。[OK]を押してください」と表示されます。
[OK]を押すと自動的に再起動します。

以上でWindows XP Embeddedの再セットアップは完了です。
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4

操作の方法
電源のON ---------------------------------------- 38

使用上のご注意
本製品を安全に、かつ正しくお使いになるため
に必要な注意事項が記載されています。本製品
をお使いになる前に必ずお読みください。

知っておきたいこと
本製品の各部の名称やその他、知っておいてい
ただきたいことがらについて説明しています。

設置と接続
本体の設置にふさわしい場所の説明や、設置の
方法および本体にあるさまざまなコネクタと接
続できる周辺機器について説明しています。

POSTのチェック ------------------------------- 39
操作の基本 --------------------------------------- 40
電源のOFF --------------------------------------- 40

システムのセットアップ
インストール済みのオペレーティングシステム
のセットアップと再インストールの手順につい
て説明します。

強制電源OFF ------------------------------------ 41
Express Cardの取り付け/取り外し -------- 42
ランチャー --------------------------------------- 48
ソフトウェアキーボード ---------------------- 56

操作の方法
本体の電源のON/OFFのしかたやさまざまな機
能の操作方法について説明しています。

OS領域の保護（EWF）-------------------------- 61
輝度／音量調整 --------------------------------- 63
モニタの校正（キャリブレーション）------- 64
タッチパネルドライバプロパティ ---------- 65

システムBIOSユーティリティの操作
基本ハードウェアの設定を行うためのユーティ
リティ
「SETUP」
の使い方について説明していま
す。

回転ツール --------------------------------------- 86
KIOSKユーティリティ ------------------------ 87

トラブルシューティング
本体が思うように動かず「故障かな？」と思った
場合は、ここをご覧ください。

付 録
アフターサービスを受ける際の情報について記
載しています。
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電源のON
本装置の電源は下面にある電源スイッチを押すとONの状態になります。
次の順序で電源をONにします。
1. 本装置に接続している周辺機器の電源をONにする。
2. 本装置下面にある電源スイッチを押す。

12PNC-W2/B2

電源ランプ

電源ランプ

電源スイッチ

電源スイッチ

15PNC-W2/B2

電源ランプが緑色に点灯し、しばらくするとディスプレイ装置の画面が以下のような表示になり
ます。

上記の画面表示をしている間、本装置は自己診断テスト（POST）を実行して本装置自身の診断を
します。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。POSTを完了するとOSが起動し
ます。ログオン画面でユーザー名とパスワードを入力すれば使用できる状態になります。
チェック

POST中に異常が見つかるとPOSTを中断し、エラーメッセージを表示します。126ページを参
照してください。
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POSTのチェック
POST（Power On Self-Test）は、本装置のマザーボード内に記録されている自己診断機能
です。
POSTは本装置の電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、メモリモジュール、
CPUモジュールなどをチェックします。また、POSTの実行中に各種のBIOSセットアップ
ユーティリティの起動メッセージなども表示します。
（BIOSセットアップ時には、USBキー
ボードの接続が必要です。）
本装置の出荷時の設定では、POSTを実行している間、液晶ディスプレイは前のページに記
載されている画面が表示されます。
POSTおよびシステムBIOSのSETUPの実行中は、以下の点に注意してください。

重要

ヒント

ⓦ

タッチパネルの操作をしない。

ⓦ

USBデバイスの挿抜を行わない。

USBキーボードを接続して、はじめからPOSTの診断内容を表示させることができます。
システムBIOSのSETUPで[Advanced]にある[Boot-time Diagnostic Screen]の設定を
[Enabled]に切り替えてください。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッ
セージを確認してください。
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ

本装置の導入時
「故障かな？」と思ったとき
電源ONからOSの起動の間に何度もビープ音がしたとき
ディスプレイになんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POST中にエラーを検出するとディスプレイにエラーメッセージを表示します。6章の
「トラ
ブルシューティング」でエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示しています。
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操作の基本
本装置は、パネル（ディスプレイ）部分を指で触れながら直接操作をします。
本装置では、利用者の指がパネル上のマウスの役目をします。
パネルの上に指を置くと、カーソルが指の場所へと移動してきます。
また、ボタンやリンクが貼られたオブジェクト
（およびテキスト）
部分を指で触れるとマウス
でクリックしたときのような動作を本装置はします。

12PNC-W2/B2

ヒント

15PNC-W2/B2

本装置では、マウスなどの「ダブルクリック」や「ドラッグ」、「右クリック」などの操作は必
要としていません。すべて「クリック
（画面にタッチ）
することで操作することができます。

電源のOFF
電源スイッチを押すことにより、Windowsはシャットダウンを開始し、数十秒で電源を自
動的にOFFにします。
なおランチャーの保守画面よりシャットダウンを行うこともできます。
詳細は「ランチャー」の「ランチャー保守画面」の項目を参照してください。

電源スイッチ

12PNC-W2/B2
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電源スイッチ

15PNC-W2/B2

強制電源OFF
OSから本装置をシャットダウンできなくなったときや、電源スイッチを押しても電源をOFF
にできなくなったときなどに使用します。
本装置の電源スイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。
（電
源を再びONにするときは、電源OFF（強制電源OFF）
から約10秒ほど待ってから電源をONに
してください。）

重要

リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにして、OSを起動さ
せ、正常な方法で電源をOFFにしてください。

4秒以上押し続ける

4秒以上押し続ける

12PNC-W2/B2

15PNC-W2/B2

操
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Express Cardの取り付け/取り外し
本装置の背面には、Express Cardを装着できるスロットが1つあります。
次の手順に従ってExpress Cardの取り付け/取り外しをします。
ⓦ

Express Cardや本装置は大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分
などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、
Express Cardの端子部分や部品、および本装置の装着スロット内部を素手で触った
り、Express Cardを直接机の上に置いたりしないでください。

ⓦ

Express Card Standardに準拠していないExpress Cardは使用できません。対応
していないカードを無理に差し込むと、故障の原因となります。

ⓦ

Express Cardには表と裏があり、スロットに差し込む方向も決まっています。間違っ
た向きで無理に差し込むと、コネクタやスロットを破損するおそれがあります。

ⓦ

本装置のExpress Cardスロットは、Express Card/54対応となっております。
Express Card/34カードを実装する場合は、スロットのExpress Cardイジェクタ
側に沿わせるように実装してください。

重要

Express Cardイジェクタ

取り付け
Express Cardの取り付け手順について説明します。

12PNC-W2/B2の場合
1. Express Cardスロットのネジを外す。
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Express Cardスロット

2. カバーを取り外す。

3. E x p r e s s C a r d の向きに注意して、
Express Cardを静かに差し込む。
チェック

Express Cardの向きを確認してくださ
い。向きを間違えて差し込むと完全に
差し込むことはできません。

Express Cardイジェクタ

Express Cardメーカの社名（ロゴ
など）や製品名が記載されている
ラベル面を本体表面に向ける

4. カバーを取り付ける。

操
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5. カバーをネジで固定する。
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15PNC-W2/B2の場合
1. Express Cardスロットのネジを外す。

2. カバーを取り外す。

3. E x p r e s s C a r d の向きに注意して、
Express Cardを静かに差し込む。
チェック

Express Cardの向きを確認してくださ
い。向きを間違えて差し込むと完全に
差し込むことはできません。

Express Cardイジェクタ

4. カバーを取り付ける。
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Express Cardメーカの社名（ロゴ
など）や製品名が記載されている
ラベル面を本体表面に向ける

5. カバーをネジで固定する。

取り付け後の設定
Express Cardの取り付け後、以下の手順にて取り付けたExpress CardをOSに認識させる
必要があります。

重要

パネルコンピュータの起動前にExpress Cardを取り付けた場合、以下の手順は必要あり
ません。

Windows Vista Businessの場合
1. スタートメニューから［設定］を選択し、［コントロールパネル］を起動する。
2. ［システムとメンテナンス］を選択し、［デバイスマネージャ］を起動する。

操
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3. ［デバイスマネージャ］
内の
「コンピュータ
名」
（画面例では「NEC-PNC」）を右クリッ
クして、［ハードウェア変更のスキャン
(A)］を実行する。
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Windows XP ProfessionalまたはWindows XP Embeddedの場合
1. スタートメニューから［設定］を選択し、［コントロールパネル］を起動する。
2. ［パフォーマンスとメンテナンス］を選択し、［システム］を起動する。
3. ［システムのプロパティ］
が開くので、
［ハードウェア］タブを選択し、［デバイスマネージャ］を起
動する。
4. ［デバイスマネージャ］
内の
「コンピュータ
名」
（画面例では「NEC-PNC」）を右クリッ
クして、［ハードウェア変更のスキャン
(A)］を実行する。

取り外し
Express Cardの取り外し手順について説明します。

12PNC-W2/B2の場合
1. ネジを外し、カバーを取り外す。
2. Express Cardイジェクタを飛び出した状
態で押す。
ヒント

奥にある場合は、Express Cardイジェ
クタを軽く押すことにより、飛び出し
た状態になります。

重要
取り外しの際は必ずExpress Cardイ
ジェクタを押して取り外してくださ
い。Express Cardイジェクタを押さ
ずにExpress Cardを取り外すと故障
の原因になることがあります。
3. Express Cardが少し出てきたら、静かに
引き抜く。
4. Express Cardスロットのカバーを取り付
け、ネジで固定する。
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Express Cardイジェクタ

15PNC-W2/B2の場合
1. ネジを外し、カバーを取り外す。
2. Express Cardイジェクタを飛び出した状
態で押す。

Express Cardイジェクタ

ヒント

奥にある場合は、Express Cardイジェ
クタを軽く押すことにより、飛び出し
た状態になります。

重要
取り外しの際は必ずExpress Cardイ
ジェクタを押して取り外してくださ
い。Express Cardイジェクタを押さ
ずにExpress Cardを取り外すと故障
の原因になることがあります。
3. Express Cardが少し出てきたら、静かに
引き抜く。
4. Express Cardスロットのカバーを取り付
け、ネジで固定する。

操
作
の
方
法
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ランチャー
ランチャーは本装置におけるアプリケーションを簡単に起動できる機能です。
また、ソフトウェアキーボード
（詳細はソフトウェアキーボードの項目を参照）
とアプリケー
ションを連動させて動作させることもできます。
ランチャーには以下の機能があります。
ⓦ ランチャー画面にアイコンボタンを登録する。
ⓦ ランチャー画面に登録されたアイコンボタンからアプリケーションを起動する。
ⓦ ランチャー画面をカスタマイズする。
ⓦ ランチャー起動時にアプリケーションを自動起動する。

ランチャーの起動
ランチャーはスタートメニューから起動します。
スタートメニューから[すべてのプログラム]→[NECTOOLS]→[Lancher]の順に選択して起
動してください。
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ランチャーの画面構成
ウィンドウ表示ボタン
起動しているすべてのアプリケー
ションウィンドウをランチャー画面
の前面に表示します。

アイコンボタン
ここを押すと設定されている
アプリケーションが起動します。

キーボード表示/非表示ボタン
ソフトウェアキーボードの表
示/非表示の選択ができます。

操
作
の
方
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説明フィールド
アイコンボタンに関する説明
を表示できます。

ⓦ ランチャー画面
ランチャー起動時の画面です。
画面上のアイコンをタッチすると、そ
れぞれのアプリケーションが起動しま
す。

L領域

R領域

R領域→L領域→R領域→L領域→キー
ボード表示/非表示ボタンの順にタッチ
するとランチャー保守画面（次項）を表
示します。
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ⓦ ランチャー保守画面
[各種設定選択画面]
ランチャーの各種設定をする画面（次
項）に移ります。
[出荷時設定]
ランチャーに登録されている情報を出
荷時の状態に戻します。
[シャットダウン]
ランチャーおよびWindowsを終了し
て本体の電源をOFFにします。
[保守画面終了（ランチャー表示）]
保守画面を終了し、ランチャー画面に戻ります。
[ランチャー終了]
ランチャーを終了してWindows画面に戻ります。
ⓦ 各種設定選択画面
ランチャーの各種設定をするための選
択画面です。
[ボタン情報設定]
ランチャー画面で起動できるアプリ
ケーションを設定します（→5 3 ペー
ジ）。
[ランチャ情報設定]
ランチャー画面に関する設定を行いま
す（→53ページ）。
[アプリケーション自動起動情報設定]
ランチャー起動時に自動的に起動するアプリケーションを設定します（→54ページ）。
[保守画面へ戻る]
「ランチャー保守画面」に戻ります。
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ランチャーの操作方法
各種設定選択画面から次に説明するさまざまな登録や設定ができます。

重要

各設定画面で入力した内容を反映させるためには必ず[OK]をタッチしてください。[OK]を
タッチせずに他の[キャンセル]や[初期設定]をタッチすると入力した内容はすべて消えてし
まい、設定は更新されません。次の作業に移る前に必ず[OK」をタッチしてください。

ランチャー画面にアイコンボタンを登録する（ボタン情報設定画面）
ランチャー画面にアイコンボタンを表示
し、実行するアプリケーションの設定がで
きます。
[ファイルパス]
ランチャー画面に起動したいアプリケー
ションのボタンを作成するためアプリケー
ション実行ファイルのパスを絶対パス（起
動するアプリケーションが存在する最上位
ドライブからのパス）
で入力します
（右の画
面例ではCドライブ配下にあるインター
ネットエクスプローラのボタンを作成し、
起動できるようにC:¥Program Files¥Internet Explorer¥iexplore.exeを設定しています）。
なお、右にある[参照]をタッチすると[ファイル選択]ダイアログボックスが表示されます。
そこからアプリケーションを選択してファイルパスを設定することもできます。
重要

ⓦ

最大文字数は半角で200文字です。

ⓦ

パスが無効な場合は、ランチャー画面にアプリケーションのアイコンボタンが設定され
ません。

[パラメータ]（任意）
アプリケーションへ渡すパラメータを設定します
（http://www.nec.co.jp/と入力するとイン
ターネットエクスプローラ起動時に弊社のホームページを表示するように設定できます）。
最大文字数は半角で200文字です。

重要

[説明]（任意）
ランチャー画面に設定されたボタンの右側にここで入力した
情報を表示します。
文字数は最大で全角77（半角154）文字です。

重要

アイコン

説明

既定値では左上に表示します。中央や右に寄せたい場合はスペースで調整してください。
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[ソフトウェアキーボードの使用]
「ファイルパス」で設定したアプリケーションにおいてソフトウェアキーボードの使用の可
否をリストボックスに入力します。右側にある[▼]をタッチして表示されるリストから選択
します（前ページの画面例では使用するように設定しています）。
[ソフトウェアキーボードの表示位置]
「ソフトウェアキーボードの使用」を「使用する」にした場合のキーボードの表示位置をリス
トボックスに入力します。右側にある[▼]をタッチして表示されるリストから選択します
（前
ページの画面例では画面の下部に表示するように設定しています）。
重要

「ソフトウェアキーボードの使用」の設定を「使用しない」にしている場合、アプリケーショ
ン起動時にソフトウェアキーボードは表示されません。

[アプリケーション起動時の表示サイズ]
「ファイルパス」
で設定したアプリケーションを起動した時、ウィンドウサイズを最大化する
か、最大化しないかをリストボックスに入力します。右側にある[▼]をタッチして表示され
るリストから選択します（前ページの画面例では最大化するように設定しています）。
[OK]
新たに入力した内容でボタン情報設定を更新し、各種設定選択画面に戻ります。
[キャンセル]
ボタン情報設定を終了して各種設定選択画面へ戻ります。[OK]をタッチしていない場合には
新たに入力した内容でのボタン情報設定を更新せず、各種設定選択画面へ戻ります。
[クリア]
各ボックスの設定をクリアします。[OK]をタッチしなければ設定の更新はされません。
[次へ]
次のボタン情報の表示画面に変わります。ボタンは最大15個まで設定できます。ただし、ラ
ンチャー画面に表示されるのは
「ランチャー情報設定画面」
の有効ボタン数で設定したボタン
数となります。
[戻る]
一つ前のボタン情報を表示します。
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ランチャーに登録したアプリケーションを起動する（ランチャー画面）
[アイコン]
「ランチャー画面にアイコンボタンを登録
する」で設定されたアイコンボタンと説明
が表示されます。
表示されているアイコンボタンをタッチす
ると設定されたアプリケーションが起動し
ます。
起動したアプリケーションの操作方法につ
いては各アプリケーションの説明書やヘル
プなどを参照してください。
[ウインドウ表示ボタン]
起動したアプリケーションウィンドウを最小化させてしまった場合や、アプリケーション
ウィンドウがランチャー画面の背後に入ってしまった場合にタッチするとすべてのアプリ
ケーションウィンドウがランチャーの前面に表示されます。
[キーボード表示/非表示ボタン]
ソフトウェアキーボードを表示させたい時にタッチしてください。ソフトウェアキーボード
が表示されている時は、「キーボード非表示」ボタンに変わります。表示させたくない時に
は、タッチしてください。

ランチャー画面をカスタマイズする（ランチャー情報設定画面）
ランチャー画面の設定などができます。

操
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[有効ボタン数]
ランチャー画面上に表示するアイコンボタ
ン数を設定します。1個〜15個まで選択で
きます。
[起動音再生ファイルパス]（任意）
アプリケーションが起動する際に再生する
WAVEファイルのパスを絶対パス（起動す
るアプリケーションが存在する最上位ドラ
イブからのパス）
で入力します
（右の画面例
ではC:¥NECTOOLS¥start.wavを入力し
ています）。
なお、右にある[参照]をタッチすると[ファイル選択]ダイアログボックスが表示されます。
そこからファイルを選択してファイルパスを設定することもできます。
最大文字数は半角で200文字です。

重要

53

[タイトル]（任意）
ランチャー画面のタイトル領域に表示するタイトルの変更ができます。
文字数は最大で全角10（半角20）文字です。

重要

[基本アイコン設定]
ボタン情報設定画面で設定したアプリケーションにアイコンが無い場合、ボタンに表示する
アイコンのファイルのパスを絶対パス（起動するアプリケーションが存在する最上位ドライ
ブからのパス）
で入力します
（前ページの画面例ではC:¥Document and Settings¥NEC¥My
Documents¥My Pictures¥desk̲1.icoを入力しています）。
なお、右にある[参照]をタッチすると[ファイル選択]ダイアログボックスが表示されます。
そこからファイルを選択してファイルパスを設定することも可能です。
最大文字数は半角で200文字です。

重要

[OK]
新たに入力した内容でランチャー情報設定を更新し、各種設定選択画面に戻ります。
[キャンセル]
ランチャー情報設定を終了して各種設定選択画面に戻ります。[OK]をタッチしていない場合
には新たに入力した内容でのランチャー情報設定を更新せず、各種設定選択画面へ戻りま
す。
[初期設定]
各ボックスに情報の既定値を表示します。[OK]をタッチしなければ設定の更新はされませ
ん。

ランチャー画面起動時にアプリケーションを自動起動させる（アプリケー
ション自動起動情報設定画面）
ランチャーが起動した時、同時に実行され
るアプリケーションを設定できます。
[ファイルパス]
ランチャー起動時に起動したいアプリケー
ションの実行ファイルのパスを絶対パス
（起動するアプリケーションが存在する最
上位ドライブからのパス）
で入力します
（右
の画面例では、Cドライブ配下にあるイン
ターネットエクスプローラを自動で起動す
るようにC:¥Program Files¥Internet
Explorer¥iexplore.exeを設定していま
す）。
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なお、右にある[参照]をタッチすると[ファイル選択]ダイアログボックスが表示されます。
そこからアプリケーションを選択してファイルパスを設定することも可能です。
重要

ⓦ

最大文字数は半角で200文字です。

ⓦ

パスが無効な場合は、アプリケーションが自動起動しません。

[パラメータ]（任意）
アプリケーションへ渡すパラメータを設定します
（http://www.nec.co.jp/と入力するとイン
ターネットエクスプローラ起動時に弊社のホームページを表示するように設定できます）。
最大文字数は半角で200文字です。

重要

[ソフトウェアキーボードの使用]
「ファイルパス」で設定したアプリケーションにおいてソフトウェアキーボードの使用の可
否をリストボックスに入力します。右側にある[▼]をタッチして表示されるリストから選択
します（前ページの画面例では使用しないように設定しています）。
[ソフトウェアキーボードの表示位置]
「ソフトウェアキーボードの使用」
を
「使用する」
にした場合のキーボードの表示位置をリスト
ボックスに入力します。右側にある[▼]をタッチして表示されるリストから選択します（前
ページの画面例では画面の右部に表示するように設定しています）。
重要

「ソフトウェアキーボードの使用」
の設定を
「使用しない」
にしている場合、ソフトウェアキー
ボードは表示されません。

[アプリケーション起動時の表示サイズ]
「ファイルパス」
で設定したアプリケーションを起動した時、ウィンドウサイズを最大化する
か、最大化しないかをリストボックスに入力します。右側にある[▼]をタッチして表示され
るリストから選択します（前ページの画面例では最大化しないように設定しています）。
[OK]
新たに入力した内容で自動起動情報設定を更新し、各種設定選択画面に戻ります。
[キャンセル]
自動起動情報設定を終了して各種設定選択画面に戻ります。[OK]をタッチしていない場合に
は新たに入力した内容での自動起動情報設定を更新せず、各種設定選択画面へ戻ります。
[初期設定]
各ボックスに情報の既定値を表示します。[OK]をタッチしないと設定の更新はされません。
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ソフトウェアキーボード
ソフトウェアキーボードとは、画面に表示されているキーボードからアプリケーションに対
して文字を入力することができる機能です。
コマンドプロンプトでは[かな1]と[かな2]の入力を行った場合はローマ字入力となります。
ヒント

(例) [が]をクリック ⇒ コマンドプロンプト上にgaと表示

ソフトウェアキーボードの構成
④

⑤

③

①

②

⑥
④

⑥

⑤
③

①

②

<ソフトウェアキーボードの構成>
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① 文字入力ボタン
文字の入力を行います。
文字種別切り替えボタンにより入力文字が切り替わります。
② 補助ボタン
[後退]
[削除]
[空白]
[決定]

カーソルの左の文字を削除します。
カーソルの右の文字を削除します。
カーソルの位置にスペースを入れます。
リターンキーと同じ動作をします。入力フィールドの場合、カーソルの位置に
改行を入れます。

③ 文字種別切り替えボタン
文字種別の切り替えを行います。
小文字・大文字・かな1・かな2・記号の5種類のボタンがあります。入力できる文字に
ついては、「ソフトウェアキーボードの入力文字一覧」を参照してください。
[小文字]
[大文字]
[かな1]
[かな2]
[記号]

半角の小文字と英文字と数字の入力ができます。
半角の大文字と英文字と数字の入力ができます。
全角のかな文字の入力ができます。
全角のかな文字の小文字、濁音と半濁音の入力ができます。
半角の記号の入力ができます。

④ 表示位置変更ボタン
キーボードの表示位置を変更します。
下表示・上表示・左表示・右表示の4種類のボタンがあります。
[下表示]
[上表示]
[左表示]
[右表示]

キーボードを画面下に表示します。横長のキーボードになります。
キーボードを画面上に表示します。横長のキーボードになります。
キーボードを画面左に表示します。縦長のキーボードになります。
キーボードを画面右に表示します。縦長のキーボードになります。

操
作
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選択したボタンと実際の表示位置は下図のとおりです。

上表示

左表示

右表示

下表示

57

⑤ カーソル位置変更
押下することにより､カーソル表示位置を変更します。
[矢印キー（↑↓←→）]
[シフト]

カーソル位置を変更することができます。
押下した状態で矢印キー（↑↓←→）を押下すると、範囲選択す
ることができます。

⑥ 変換
[変換]

IMEを使用して文字列の変換を行います。

入力形式が、かな文字入力1、またはかな文字入力2の場合のみ表示されます。
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ソフトウェアキーボードの文字入力方法
文字種別を選択後、文字入力ボタンを押してください。アプリケーションのカーソルがある
位置に文字が入力されます。

ソフトウェアキーボードの入力文字一覧
[小文字]
入力文字例: 1・2・3・a・b・c・d

[大文字]
入力文字例: 1・2・3・A・B・C・D

操
作
の
方
法

[かな1]
入力文字例: あ・い・う・や・ゆ・よ
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[かな2]
入力文字例: ぁ・ぃ・ぅ・ゃ・ゅ・ょ・ば・ぱ

[記号]
入力文字例: /・＊・¥・%・@・:・.・<
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OS領域の保護
（EWF）
Windows XP Embeddedの場合、EWF（EnhancedWriteFilter）機能を使用してOS領域を保
護することができます。

EWF設定ツールの起動
ランチャー画面の[EWF設定更新ツール]を
タッチします。

ヒント

EWF設定ツールはスタートメニュー
からも起動できます。
スタートメニューから[すべてのプロ
グラム]→[NECTOOLS]→[EWF]の順
に選択して起動してください。

EWF設定ツールが起動します。

− 書き込み禁止 ： OS領域（Cドライブ）を保護します。
OS設定値の変更、Cドライブへの変更はディスクには反映されなくな
ります。
「OK」をタッチすると確認画面が表示されます。
書き込み禁止への設定を行う場
合には、
「OK」
をタッチしてくだ
さい。
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− 書き込み許可 ： OS領域の保護を解除します。
OS設定値の変更、Cドライブへの変更がディスクに反映されるように
なります。
「OK」をタッチすると確認画面が表示されます。

書き込み禁止状態から書き込み許可への変更を行う場合、設定変更時
にOSの設定値変更、Cドライブへの変更内容を全てディスクに反映し
てから設定の変更を行います。
変更内容をディスクに反映して、書き込み許可へ設定してもいい場合
には、「OK」をタッチしてください。
現在のOS設定値、Cドライブへの変更内容をディスクに反映したくな
い場合には、[キャンセル]をタッチし、設定をキャンセルしてから、シ
ステムを再起動し、再度設定値の変更を行ってください。
EWFの設定を変更した場合にはシステムの再起動が必要となります。
再起動が行われるまではEWFの設定変更は有効となりません。
再起動の確認画面が表示されますので、
「OK」をタッチしてシステムの再起動を行ってくだ
さい。
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輝度／音量調整
パネルコンピュータの液晶ディスプレイの輝度調整、音量の調整を行います。
ⓦ

本ツールの機能は、輝度アップスイッチ／輝度ダウンスイッチ、音量アップスイッチ／
音量ダウンスイッチを操作した場合と同様の動作となります。
OSの設定値とは異なります。

ⓦ

本ツール起動時は、輝度アップスイッチ／輝度ダウンスイッチ、音量アップスイッチ／
音量ダウンスイッチは操作しないでください。

重要

輝度／音量調整ツールの起動
ランチャー画面の[輝度／音量調整ツール]
をタッチします。

ヒント

輝度／音量調整ツールはスタートメ
ニューからも起動できます。
スタートメニューから[すべてのプ
ログラム] →[ N E C T O O L S ] →
[PncLcdVolume]の順に選択して起
動してください。

輝度／音量調整ツールが起動します。

操
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− 輝度調整

： 液晶ディスプレイの輝度を設定できます。
バーをMin側に移動すると液晶の輝度が暗くなります。
バーをMax側に移動すると液晶の輝度が明るくなります。
「OK」をタッチすると、液晶の輝度が指定された明るさとなります。

− 音量調整

： スピーカーの音量を設定できます。
バーをMin側に移動するとスピーカーの音量が小さくなります。
バーをMax側に移動するとスピーカーの音量が大きくなります。
バーをMuteに移動すると、スピーカーが消音となります。
「OK」
をタッチすると、スピーカーの音量が指定された大きさになりま
す。
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モニタの校正
（キャリブレーション）
画面のタッチ位置がずれている場合には、TSC-10/DD (マウスエミュレーションソフトウェ
ア)を使ってモニタのキャリブレーションを行います。
キャリブレーションを行うには、以下の手順を行ってください。
スタートメニューから[プログラム]→[UPDD]→[キャリブレーション]の順に選択し、キャリ
ブレーションを起動してください。

<キャリブレーション実行画面>

上記を実行後、現われた淡いグレー画面の矢印の先端をタッチします。タッチ入力すると他
の場所に次の矢印が現われますので同じように入力していきます。
全てのキャリブレーションポイントの入力を終えると
「キャリブレーション後の確認」
が現わ
れ、行ったキャリブレーションデータの保存を促すメッセージが表示されます。矢印の入力
が問題なく行えた場合は「OK」ボタンをクリック、または<Enter>キーを入力します。
キャリブレーションポイント以外を間違えて押してしまった場合はそのまま何もせずタイム
アウトまで待ってください。
タイムアウトされると、行ったキャリブレーションデータは破棄され、Windowsには保存
されません。
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タッチパネルドライバプロパティ
次に説明するさまざまな機能の設定を行います。

マウス操作
マウスのクリック、ダブルクリック、ドラッグおよび右クリックなどのタッチパネルでの操
作について説明します。

クリック、ドラッグ操作
マウスのクリック、ダブルクリックおよびドラッグなどの基本操作は、タッチパネルでは次
のように行います。
ⓦ クリック
タッチパネルをタッチし、離します。
ⓦ ダブルクリック
タッチパネルを素早く2回タッチします。
ⓦ ドラッグ
アイコン、ウィンドウのタイトルバーをタッチし、タッチしたまま指を移動させます。

操
作
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マウスの右クリック
タッチパネルでは、マウスの様に2つのボタンはありませんのでタッチパネルで右クリック
操作を行いたい場合は、次のように操作します。
スタートメニューから[すべてのプログラム]→[UPDD]→[イベントセレクタ]の順に選択し、
イベントセレクタを起動してください。
また、システムトレイのアイコン（
）を
クリックして表示されるメニューから、
[イベントセレクタ]を選択しても起動する
ことができます。

マウスの絵が描かれた小さいウィンドウが
表示されます。マウスの絵をタッチするた
びにマウスの左ボタン、右ボタンが紺色に
切り替ります。
紺色に選択されているボタンがアクティブ
ボタンとなり、このアクティブボタンが直
後にタッチパネルをタッチしたときのマウ
スボタンの動作
（左クリック／右クリック）
となります。

ヒント
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初期設定では、右ボタンを選択し、右クリック操作を1 回行った後は自動的に左ボタンに戻
ります。

機能設定(Windows XP Professional/Windows XP Embedded)
本ソフトウェアは、標準の設定では通常のマウス操作環境と同様な環境を提供しますが、柔
軟なカスタマイズ機能を利用することにより、特定用途にあわせた操作環境を容易に作り出
すことができます。
ここでは、各設定をおこなう[動作設定]の説明をします。

動作設定画面起動
下記のいずれかの方法により起動を行います。
ⓦ スタートメニューから[すべてのプログラム]→[UPDD]→[動作設定]の順に選択して起動
します。
ⓦ システムトレイのアイコン(

)をクリックし、[設定]を選択して起動します。

「タッチパネルドライバ プロパティ」ウィンドウが現われ、画面はいくつかのタブによって
分けられています。このタブは設定目的別に分けられており、コントローラの追加は[デバ
イス]タブ、コントローラの状態確認は[状態]タブ、キャリブレーションに関する内容は[キャ
リブレーション]タブというように、行いたい内容ごとに一つの画面にまとめられています。
設定を変更した場合、必ず
「適用(A)」
ボタンを押して変更した内容を適用させてください(「適
用(A)」
ボタンを押すと、コントローラの再初期化を行いますのでタッチパネルが数秒間反応
しなくなります)。

デバイス

操
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コントローラの追加、名称変更、タッチパ
ネル操作エリア設定、コントローラの削除
を行います。
ⓦ 追加
コントローラの追加を行います。
追加を行う際、[DMC TSC-10 Series,
Serial]、[DMC TSC-10 Series, USB]
の選択、操作対象を画面全体にする
か、あるいは右半分、上半分といった
ような範囲設定、およびデバイスの名
前を設定します。
USBコントローラを追加した場合、
「適用」
後USBコントローラをホストコンピュータに
接続してください。
シリアルコントローラを追加した場合、シリアルコントローラを接続後「ハードウェア」
タブにてCOMを設定し、「適用」を押してください。
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ⓦ 変更
コントローラの名称、操作対象の変更
を行うことができます。
− タッチパネルドライバを識別する
名前
各デバイスの名前を任意に変更す
ることができます。
− タッチパネルの操作範囲
各デバイスに対し、タッチパネル
の操作エリアを指定することがで
きます。
マルチタッチパネルで使用する場
合は、[モニタ1][モニタ2]や[左半
分のエリア][右半分のエリア]等を
選択します。[カスタム]を選択した
場合、下にある[カスタム操作範囲]
で操作エリアを任意に指定するこ
とができます。
− インターロックモード
マルチタッチパネル時のユーザーレベルを設定します。
アドミン：

いつでも操作が行えるユーザーです。他のタッチパネルが操作
中でも割り込むことができます。

インターロック:

他に使用しているユーザーがいない場合、いつでも操作が行え
るユーザーです。他に使用しているユーザーがいる場合、他の
ユーザーがリリースタイム設定による使用権を放棄した後に使
用することができます。
タッチパネル操作中、アドミンユーザーが他のタッチパネルを
入力すると、自動的に使用権は放棄され、以後アドミンユー
ザーが使用権を放棄するまで、タッチパネル操作権を得ること
ができません。

無効:

このユーザーは、タッチパネル使用権を得ることはできず、
タッチパネル操作を行うことができません。

− リリースタイム
インターロックモードで設定したアドミンまたはインターロックユーザーが、操作
終了後(タッチパネル入力終了後)、タッチパネルの使用権を放棄するまでの時間設定
です（100≒2 秒）。
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ⓦ 削除
コントローラの削除を行います。削除するコントローラをクリックし、選択してから
「削
除」を実行してください。
ⓦ Id
USBコントローラ使用時にデバイスタブに表示されるIdは、コントローラ毎に設定され
るタッチパルIDを表します。このIDは、タッチパネルIDが0ならばIdに0、1ならばIdに1
と表示されます。
シリアルコントローラ使用時には何も表示されません。
ⓦ ポート
シリアルコントローラの場合、接続されているCOMポートが表示されます。USBコント
ローラの場合、Windowsから自動で割り振られるアドレスが表示されます。
コントローラが使用不可能であるとき、そのコントローラの項目は赤字で表示されます。
ヒント

ハードウェア
[デバイス]でインストールされているコントローラの、通信設定を行います。
[DMC TSC-10 Series, USB]では一切の設定を行う必要はなく、自動的に設定されます。
[DMC TSC-10 Series, Serial]ではCOM番号を変更する場合は[ポート]の設定を行い、接続
ポートを自動検出する場合は[自動検出]をチェックします。他の個所は変更する必要はあり
ません。
ⓦ シリアルコントローラ使用時

操
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− COMポート
接続するシリアルポートの番号を
設定します。
− 自動検出
チェックをオンにしていると、
Windows起動時、接続しているシ
リアルポートを自動的に検出しま
す。
重要
マルチモニター環境で使用する場合、自動検出にチェックを入れないでください。
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ⓦ USBコントローラ使用時

動作設定
タッチパネルにタッチしたときの、操作感
に関する設定を行います。項目によっては
[イベント]、[ボタンモード]と連動して機
能します。
ⓦ クリックタイム
[イベント]で[タイム〜]を指定している
場合、タッチしてからクリック動作す
るまでの時間を設定します。
ⓦ タップタイム
[イベント]で[タップ〜]を指定している場合、2回目のタッチをクリックと見なすまでの
有効時間を設定します。
ⓦ リフトオフタイム
[リフトオフパケットの使用]をOFFにしている場合にタッチパネルをタッチした指を離し
てから、離したと見なすまでの時間を設定します。
ⓦ 安定化
カーソルが一定位置に留まろうとする作用の度合いを設定します。
タッチ入力位置の移動量が一定量を超えるまでカーソルは移動しません。初期設定は0で
安定化作用は働きません。設定値を大きくする程、安定化作用が働きます。
ⓦ 平均化
カーソルが一定位置に留まろうとする作用の度合いを設定します。
[安定化]と異なる点は、[安定化]はタッチ位置の移動量が一定量を超えるまでは、カーソ
ルは同じ位置から移動しませんが、本項目は設定値により、タッチ位置に緩やかに移動
します。初期設定は0で平均化作用は働きません。設定値を大きくする程、平均化作用が
働きます。
ⓦ リフトオフパケットを使用
チェックをオンにすると、タッチした指を離したとき、すぐに離したと見なします。文
字入力するときはチェックを外してください。
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詳細設定
本ソフトウェアが提供する機能のより詳細
な設定を行うことができます。
ⓦ サウンド間隔
クリック音の周波数を設定します。設
定値が大きいほど、音が高くなりま
す。
ⓦ サウンド長
クリック音の長さを設定します。設定
値が大きいほど、クリック音が長くな
ります。
ⓦ X/Y交換
X軸とY軸を入れ替えます。
ⓦ 有効
チェックを外すとタッチパネルが無効となります。システムトレイの[有効]と連動してい
ます(USBキーボードやマウスを接続していない環境では使用しないで下さい)。
ⓦ 初期化
チェックを外すと初期化コマンドを送りません。
ⓦ サウンド
タッチ音のON/OFFを行います。
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その他の項目は設定を変える必要はありません。
ヒント
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イベント
タッチパネルをタッチしたときの機能を選
択します。
標準では[プライマリ]の設定がタッチ操作
に適用されます。[セカンダリ]の設定を使
用するには、[イベントセレクタ]でマウス
の絵またはテキストをクリックし、右ボタ
ンをアクティブまたは[セカンダリ]に設定
してください。
ⓦ タッチダウン〜
1回目のタッチでマウスボタンクリックを行います。
ⓦ タッチダウン イミディエート〜
タッチした後すぐにペンアップを行います。したがって、ドラッグ操作を行いたくない
場合に設定してください。
ⓦ タイム〜
タッチ時、タッチ位置が安定(カーソルが停止)するまではクリックを行いません。カーソ
ルが停止してからクリック動作するまでの時間は[動作設定]→[クリックタイム]で行って
ください。
ⓦ タップ〜
1回目のタッチではマウスカーソルの移動を行いますが、クリックはせず、2回目のタッ
チでクリックを行います。1回目のタッチと2回目のタッチの許容時間設定は[動作設定]
→[タップタイム]で行ってください。
ⓦ リフトオフ〜
タッチしたとき、カーソルの移動は行いますがクリックはしません。タッチした指を離
したときにクリック、またはダブルクリック動作を行う場合に使用します。
ⓦ 〜ダブルクリック〜
1回のタッチでダブルクリックを行います。
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一般
本ソフトウェアの基本的な動作設定を行い
ます。
ⓦ アイコンをタスクバーに表示
タスクバーへアイコン表示を行うか否
かを設定します。
ⓦ キャリブレーション後の確認
キャリブレーション終了後、キャリブ
レーションデータの保存を確認するダ
イアログボックスを表示するか否かを
設定します。チェックを外すとキャリ
ブレーション終了後、自動的にキャリ
ブレーションデータを保存します。
ⓦ キャリブレーション時のビープ音
キャリブレーションポイントをタッチしたとき、入力されたことを確認するための音を
鳴らすか否かを設定します。
ⓦ 設定のコピー
現在使用している環境を、何らかの理由により再度インストールしたときに同じ環境を
再現したい場合に使用します。
本ボタンをクリック後、「C:¥Program Files¥UPDD¥upddclon.reg」が作成されます。
インストーラ「setup.exe」
と同じ階層に「updd̲ext」
フォルダを作成してください。作成
し た「 u p d d ̲ e x t 」フ ォ ル ダ 内 に「 u p d d c l o n . r e g 」を 入 れ て く だ さ い
(updd̲ext¥upddclon.reg）。
この状態で「setup.exe」を起動すると、「upddclon.reg」が適用され、「upddclon.reg」
ファイルを作成した時と同じ設定になるように自動的にインストールが開始されます。
ⓦ ダンプ設定
各設定をダンプするために使用します。ダンプされるディレクトリはOSにより異なりま
す。
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ダブルクリック
ダブルクリックに関する設定を行います。
ⓦ 時間
1回目のタッチから2回目のタッチまで
の許容時間を設定します。設定値が大
きいほど許容時間は長くなります。
ⓦ 高さ
2回目にタッチしたとき、1回目のタッ
チと同一位置と見なす上下方向許容値
のドット数を設定します。
あまり小さく設定するとダブルクリックができなくなりますので注意してください。
ⓦ 幅
2回目にタッチしたとき、1回目のタッチと同一位置と見なす左右方向許容値のドット数
を設定します。
あまり小さく設定するとダブルクリックができなくなりますので注意してください。
ⓦ クリックテスト
設定後の動作確認に使用します。
シングルクリックテストには[シングルクリック]アイコンを、ダブルクリックテストには
[ダブルクリック]アイコンをクリックしてください。
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キャリブレーション
キャリブレーションに関する設定を行いま
す。
キャリブレーションは複数の設定を持つこ
とができ、設定ごとに補正ポイント数、タ
イムアウト値など各設定項目を変えること
ができます。
ⓦ キャリブレーション設定
デバイスにリストされているコント
ローラが複数ある場合は、ここで、
キャリブレーションを行うコントロー
ラを選択してください。
ⓦ キャリブレーションモード
[キャリブレーションモード]にモードを追加することにより、キャリブレーションデータ
を複数もつことができます。「追加」ボタンでモードの追加、「削除」ボタンでモードの削
除を行います。
ⓦ キャリブレーションポイント
キャリブレーションポイント数を設定します。標準では4ポイントですが、必要に応じて
2〜25ポイント間で設定することができます。
ⓦ キャリブレーションタイムアウト時間
キャリブレーション時、キャリブレーション画面が表示されてからしばらくタッチしな
いでいるとタイムアウトになりますが、このタイムアウト値の設定を行います。標準で
は15(15秒)に設定されています。必要に応じて最長、60(60秒)まで設定することができ
ます。
ⓦ スタート
キャリブレーションポイント位置を設定します。画面の4隅が0%で、数値が大きい程
キャリブレーションポイントは画面中心に近い位置になります。標準で5%になっていま
す。
ⓦ 透明な背景を使用
チェックをオンにすると、キャリブレーション画面の背景にデスクトップを表示させる
ことが出来ます。
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状態
コントローラの状態表示の確認を行うこと
ができます。またコントローラの再初期化
を行うことができます。
ⓦ 再初期化
コントローラの再初期化を行います。
ほとんどの場合、このボタン操作を必
要としませんが、コントローラに
[DMC TSC-10Series, Serial]を選択
し、Windows起動後にコントローラの
接続を行った場合、「再初期化」ボタン
を押し、再初期化を行ってください。
ⓦ リセット
[通信エラー]、[オーバーフロー]、[同期エラー]の値をクリアします。
ⓦ リフレッシュ
[初期状態]を最新の表示にリセットします。
ⓦ 初期状態の表示について
− OK
コントローラとの通信が正常に行われております。
− タイムアウト
何らかの理由により、ホストコンピュータとコントローラの通信が正常に行われて
おりません。
− Failed
コントローラにタッチパネルが接続されておりません。または、コントローラに
EEPROMを実装している場合、EEPROM内のデータが空であることが考えられま
す。
− Unavailable
タッチパネルが無効の状態です。
− 不要
[詳細設定]タブで、初期化のチェックを外している状態です。
− 進行中
再初期化コマンドを送信中です。
USBコントローラを使用している場合、ここには何も表示されません。
ヒント
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イベントセレクタ
イベントセレクタを使用することにより、マウスボタンの左クリック、右クリックを切り分
けて使用することができます。
ⓦ イベントセレクタ起動
スタートメニューから[すべてのプログラム]→[UPDD]→[イベントセレクタ]の順に選択
し、イベントセレクタを起動してください。
）をクリックして表示されるメニューから、[イベ
また、システムトレイのアイコン（
ントセレクタ]を選択しても起動することができます。
ⓦ 各設定
イベントセレクタの設定は、ウィンドウ左
上の小さいマウスの絵をクリックし、表示
されたメニューを選択することで行いま
す。
− 1クリックモード
右クリック設定を、1回のタッチのみ
有効にします。
− アイコン（小）
ウィンドウ中の、マウスの絵の大きさ
を小さく表示します。
− アイコン（中）
ウィンドウ中の、マウスの絵を標準の
大きさで表示します。
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− アイコン（大）
ウィンドウ中の、マウスの絵の大きさを大きく表示します。
− テキストモード
ウィンドウ中の表示をテキスト表示します。

ヘルプ
本ソフトウェアに関するヘルプが表示されます。
ⓦ ヘルプの起動
「タッチパネルドライバ プロパティ」
ウィンドウ内のヘルプボタンを押して起動します。
）をクリックして表示されるメニューから、[ヘル
また、システムトレイのアイコン（
プ]を選択しても起動することができます。
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機能設定(Windows Vista Business)
本ソフトウェアは、標準の設定では通常のマウス操作環境と同様な環境を提供しますが、柔
軟なカスタマイズ機能を利用することにより、特定用途にあわせた操作環境を容易に作り出
すことができます。

動作設定画面起動
下記のいずれかの方法により起動を行います。
ⓦ スタートメニューから[すべてのプログラム]→[UPDD]→[設定]の順に選択して起動しま
す。
ⓦ システムトレイのアイコン(

)をクリックし、[設定]を選択して起動します。

「UPDD コンソール」ウィンドウが現われ、画面はいくつかの項目によって分けられていま
す。この項目は設定目的別に分けられており、コントローラの追加は[ハードウェア]、コン
トローラの状態確認は[状態]、キャリブレーションに関する内容は[キャリブレーション]と
いうように、行いたい内容ごとに一つの画面にまとめられています。

ハードウェアおよびデバイス設定
「ハードウェア」
では、デバイスを特定モニ
ターや任意の操作エリアと関連付けること
ができます。デバイスを接続するポート情
報も確認することができます。
ⓦ 画面の全体を操作
選択されたデバイスによって操作する
操作エリアを表示します。通常は画面
全体が選択されています。
マルチモニター環境で使用する場合に
は、デバイスを特定のモニターに関連
付けることができます。「カスタム」に
設定すると任意に操作エリアを設定す
ることもできます。
重要
ⓦ

操作エリアを変更した場合には、再度キャリブレーションを実行する必要があります。

ⓦ

操作エリアで[全体]以外（[左半分]〜[カスタム]）を選択する場合、キャリブレーションポイ
ント数を2/4/9/25 のいずれかの設定でお使いください。

ⓦ COM1に接続
デバイスを接続するポートを表示します。
USBコントローラの場合、接続情報を表示します。シリアルコントローラの場合、シリ
アルポートの構成を表示します。
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ⓦ デバイスの追加
マルチタッチパネル環境のような場合にデバイスを追加する時に使用します。
重要
ただし、本バージョンはマルチタッチパネル環境に対応しておりません。

ⓦ デバイスの削除
現在のデバイスを削除する時に使用します。
ⓦ PnPデバイスの再検出
プラグアンドプレイデバイスは通常自動的に検出されますが、それができなかった場
合、再検出するために使用します。

クリックモード設定
「クリックモード」
では、クリックに関する
動作を設定します。また、OS内のクリッ
ク設定へのリンクも持っています。
ⓦ クリックとドラッグ
現在のクリックモードを表示します。
以下のクリックモードで、さまざまな
クリックを定義できます
（左クリックや
右クリックの設定は「イベントセレク
タ」で行います）。
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− クリックとドラッグ
タッチした時ペンダウンし、ドラッグを行うことができます。
指を離した時にペンアップとみなします（通常のマウス操作と同様です）。
− ドラッグ後クリック
タッチした時ペンダウンとはみなさず、カーソル移動後、指を離した時にペンダウ
ンおよびペンアップ操作を行います。
− ポイントとクリック
タッチしたポイントでペンアップおよびペンダウンを行います。ドラッグ操作はで
きません。
− インタラクティブタッチ
タッチしたまま静止した状態を保つと右クリックを行います。
[インタラクティブタッチのスピード]経過後、右クリックを行います。
[視覚通知]を有効にすることにより、右クリックまでの時間を視覚的に示します。
ⓦ タッチ音無し
タッチした時のタッチ音を消したい場合にチェックします。
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ⓦ システムマウスの設定
オペレーティングシステムの範囲内で定められるマウスポインタの設定をすることがで
きます。
ⓦ テストアイコン
右クリックおよびダブルクリックのテストを行うことができます。テストが正常ならば
チェックが示されます。

ⓦ イベントセレクタ
クリックエミュレーションは、プライマリもしくはセカンダリの2つのイベントのうち1
つを行うことができます。プライマリイベントは左クリックに、セカンダリイベントは
右クリックに設定されています。
イベントセレクタは、どちらのイベントを行うのかを示すために用います。

プロパティ
「プロパティ」
では、デバイスに関する様々
な詳細設定を行うことができます。
ⓦ 名前
デバイスに対して名前を設定すること
ができます。
ⓦ ローパスフィルター
よりスムーズな線描写を行うために設
定します。
ジッターを取り除くための設定です。
あまり高い値を設定してしまうと描写
速度に影響を与えますのでご注意くだ
さい。
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ⓦ リフトオフタイム
この機能は[リフトオフパケットを使用]がオフの時、有効となります。
この値は、ドライバが最後の座標データパケットを受け取った後、実際にペンアップ処
理を行うまでの待ち時間を設定します。20ms単位で設定します（5=100ms）。
[リフトオフパケットを使用]がオンの時には、タッチパネルから指を離した後すぐにペン
アップ処理を行います。もしこの機能を有効にする場合には、この値は座標データのパ
ケット間のインターバルよりも大きな値を設定する必要があります。もし、0もしくは1
に設定した場合、ペンダウンと同時にペンアップが発生しますので、ペンアップが無効
として扱われてしまいます。
ⓦ 安定化
カーソルが一定位置に留まろうとする作用の度合いを設定します。
タッチ入力位置の移動量が一定量を超えるまでカーソルは移動しません。初期値は0で安
定化作用は働きません。設定値を大きくするほど安定化作用が働きます。
ⓦ 平均化
カーソルが一定位置に留まろうとする作用の度合いを設定します。
「安定化」
と異なる点は、
「安定化」
はタッチ位置の移動量が一定量を超えるまでカーソル
は同じ位置から移動しませんが、本項目は設定値により、タッチ位置に緩やかに移動し
ます。初期値は0で平均化作用は働きません。設定値を大きくするほど平均化作用が働き
ます。
ⓦ 優先権
重要
以下の機能はPNC上で変更しないで下さい。正常に動作しなくなる場合があります。

− モード
マルチタッチパネル環境で使用するとき、それぞれのデバイスに対して優先権を与
えることができます。
インターロック：

他に使っているユーザーがいない場合、いつでも操作が行える
ユーザーです。他に使っているユーザーがいる場合、他のユー
ザーが[リリースタイム]設定による使用権を放棄された後使用
することができます。
タッチパネル操作中、アドミニユーザーが他のタッチパネルを
入力すると、自動的に使用権は放棄され、以後アドミニユー
ザーが使用権を放棄するまで、タッチパネルを操作することが
できません。

アドミニ：

いつでも操作が行えるユーザーです。他のタッチパネルが使用
中でも割り込むことができます。

− リリースタイム
モードで設定したアドミニ、またはインターロックユーザーが、操作終了後
（タッチ
パネル入力終了後）、タッチパネルの使用権を放棄するまでの時間設定です。
20ms単位で設定します（5=100ms）。
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ⓦ リフトオフパケットを使用
もしチェックがオンになっている場合、タッチしている指を離した時、すぐに離したと
みなします。
もしチェックをオフにするなら、上記に記載している[リフトオフタイム]が有効になりま
す。
ⓦ カーソルの固定
文字入力するときはチェックをオフにしてください。
有効にすると、タッチ入力が終った後、カーソルが最初の位置に戻ります。
マルチタッチパネル環境において使用すると、タッチ入力後、別のモニターにカーソル
を戻すことができます。
ⓦ 有効
チェックがオンの状態でタッチパネルを操作することができます。
ドライバを無効にしたい場合は、チェックをオフにします。オフにするとタッチパネル
コントローラが使っているポートが開放されます。従って、この機能を使うことにより
ドライバをアンインストールせずにリソースを開放することができます(USBキーボード
やマウスを接続していない環境では使用しないで下さい)。
ⓦ 詳細設定
必要に応じて設定してください。
− 端面加速度
カーソルが画面の端面に近づく時、カーソルの移動量を増加させることができます。
例えば、タスクバーを自動的に隠している設定にしている時に、タスクバーを表示
させるためにカーソルを移動させる場合に効果的です。
この機能はプライマリモニターでのみ有効です。
例えば、画面下辺にタスクバーがある場合、
「下限3000」
「下ゲイン20」
の設定にする
とタスクバーを表示しやすくできます。
この機能を使う時、「キャリブレーションエリアの外側を無視する」を有効にしない
でください。
− キャリブレーションエリアの外側を無視する
この機能を有効にした場合、指定したキャリブレーションエリアよりも外側を入力
しても、無視されます。
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キャリブレーション設定
「キャリブレーション」
では、現在のデバイ
スに対するキャリブレーション設定を行い
ます。
ⓦ スタイル
キャリブレーションスタイルの表示・
選択を行います。
それぞれのデバイスに対して固有の
キャリブレーションスタイルを持たせ
ることができます。キャリブレーショ
ンスタイルは、UPDDコンソール、も
しくはシステムトレイで切り替えるこ
とができます。
例えば、キャリブレーションポイント
やキャリブレーション位置などを頻繁
に切り替える時など、キャリブレー
ションスタイルを定義しておくと便利
です。
ⓦ スタイルの追加
新しいキャリブレーションスタイルを追加します。
ⓦ スタイルの削除
選択したキャリブレーションスタイルを削除します。
ⓦ キャリブレーションポイント数
キャリブレーションポイント数を表示します。
線描写や文字入力を行う場合には、5ポイントや9ポイントを設定するとさらに位置補正
精度が上がります。
ⓦ 位置 %
キャリブレーションポイントを画面の端面からどのくらいの位置に表示するかを設定し
ます。
ⓦ タイムアウト（secs）
キャリブレーション実行後、タイムアウトになるまでの時間を設定します。
ヒント

あまり小さい値を設定すると設定が難しくなりますのでご注意ください。

ⓦ キャリブレーション後の確認
これを有効にすると、キャリブレーション実行後に確認画面が表示されます。
ⓦ キャリブレーション時のビープ
これを有効にすると、キャリブレーション実行中、指を離した時にビープ音を鳴らしま
す。
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キャリブレーション設定を必要に応じて定義すれば、以下に示すキャリブレーションボタン
を実行することにより、キャリブレーションを実施することができます。
ⓦ キャリブレーション
現在のデバイスにおいてキャリブレーション（位置補正）を
行います。
これを実行するとキャリブレーションポイントが表示され
ますので、順番にポイントをタッチしてください。途中で
<Esc>キーを押すことでキャンセルすることができます。
また、「タイムアウト」で設定した時間内に全てのポイント
をタッチしないと同様にキャンセルされます。

状態
「状態」
では、現在の状態の確認や、ドライ
バやコントローラの再初期化などを行うこ
とができます。
ⓦ コントローラタイプ
現在選択されているコントローラのタ
イプを表示します。
ⓦ 状態
コントローラの接続状態を表示しま
す。
ⓦ マクロ送信結果
コントローラに初期化のためのマクロを送信した結果を表示します。
表示される内容は以下になります。
− OK
正常な状態です。
− 不明
マクロがコントローラに送られた後、コントローラからの応答をドライバが正常/異
常の判断をできない時に示されます。
USBコントローラの場合、正常にもかかわらず「不明」と表示される場合があります
が、問題ありません。
− タイムアウト
指定された時間内に有効な応答が得られなかった時に示されます。
− 失敗
コントローラもしくはタッチパネルが未接続、あるいはコントローラからNAKの応
答があった場合に示されます。
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− 利用できません
ドライバがロードされていない、もしくは初期化中にコントローラからエラーの応
答があった時に示されます。
ドライバがロードされているにもかかわらず示される場合は、すでにそのポートを
他のデバイスやプロセスが使用中の可能性があります。
ⓦ 再初期化
コントローラを再初期化します。Windows起動後にシリアルコントローラの接続を行っ
た場合、再初期化を実行してください。
USBコントローラ使用時は、本機能は使用しません。
ⓦ リセット
再初期化実行後、マクロ送信結果を最新の情報に更新します。また、同期エラーのカウ
ントをリセットします。エラーカウントが表示された場合のみ有効となります。
USBコントローラ使用時は、本機能は使用しません。
ⓦ ドライバー設定のリロード
ドライバを再ロードします。実行後、数秒間待つ必要があります。
ⓦ 描画テスト
描写テストを行うことができます。
ⓦ タッチテスト
タッチテストを行うことができます。
ⓦ 設定情報の出力
ファイルにドライバ設定をダンプします。そのファイルはサポート目的に利用すること
ができます。また、同じ設定を再度インストールしたい場合などにも利用できます。
本ボタンをクリック後、作成されたファイルを
「upddclon.reg」
という名前に変更してく
ださい。さらに、setup.exeと同じ階層に「updd̲ext」
というフォルダを作成してくださ
い。先ほどの「upddclon.reg」ファイルを「updd̲ext」フォルダ内に入れます。
この状態でsetup.exeを実行すると、upddclon.regファイルが適用され、upddclonファ
イルを作成した時と同じ設定でインストールされます。なお、インストールは自動的に
行われます。
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KIOSKユーティリティ
KIOSKユーティリティは本装置にて画面をタッチした際、いくつかの機能を提供します。
KIOSKユーティリティには次の機能があります。
ⓦ 隠しコマンド
ⓦ タッチサウンド
ⓦ タッチ位置自動強調
ⓦ ワンタッチクリック
ⓦ ソフトウェアキーボード
各機能の設定はスタートメニューの
「すべてのプログラム」
→
「NECTOOLS」
→
「KIOSKUtility」
の順に選択してKIOSKユーティリティを起動します。

機能選択タブ
タブをタッチすることで、それぞれ
の機能の設定画面を表示します。

重要
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閉じるボタン
この画面を閉じます。

「閉じる」ボタンをタッチして画面を閉じても各種設定は更新されません。設定は各機能の
設定画面から「適用」ボタンをタッチすることで更新されます。

隠しコマンド
本製品の画面を、登録した特定の位置・順番でタッチすることにより、シャットダウンやア
プリケーションの起動などを行う機能です。
隠しコマンドでは次の動作が行えます。
ⓦ 本製品のシャットダウン
ⓦ 本製品の再起動
ⓦ ソフトウェアキーボードの起動
ⓦ 登録したアプリケーションの起動
隠しコマンドの設定は次の画面から行います。
ⓦ 隠しコマンド有効/無効
「有効」
「無効」のどちらかを選択できま
す。「適用」ボタンをタッチすることで
設定が反映されます。有効が反映され
た場合、すべての登録済み隠しコマン
ドが実行可能になりますが、無効を反
映した場合は、すべての隠しコマンド
が実行できなくなります。
ⓦ 隠しコマンド登録
− 「新規隠しコマンド作成」ボタン
このボタンをタッチすると、隠しコマンド作成画面を表示します。
最大10個の隠しコマンドを登録することができます（→88ページ）。
− 「プレビュー」ボタン
このボタンをタッチすると、登録されている隠しコマンドのタッチ位置・タッチ順
を確認できるプレビュー画面を表示します（→90ページ）。
プレビューする隠しコマンドは「登録済みコマンド名：」から選択します。
− 「編集」ボタン
このボタンをタッチすると、隠しコマンド編集画面を表示します（→91ページ）。
登録されている隠しコマンドのタッチ位置などを再設定したい場合に使用できます。
編集する隠しコマンドは、「登録済みコマンド名：」から選択します。
− 「削除」ボタン
このボタンをタッチすると、登録されている隠しコマンドの削除を行うことができ
ます。
ⓦ 「適用」ボタン
このボタンをタッチすると、隠しコマンドの有効/無効の選択や、隠しコマンド作成・編
集画面にて入力した情報を反映します。
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ⓦ 「キャンセル」ボタン
このボタンをタッチすると、隠しコマンドの有効/無効の選択や、隠しコマンド作成・編
集画面にて入力した情報をリセットします。なお、隠しコマンドの有効/無効は反映され
ている状態に表示しなおします。

隠しコマンド作成
隠しコマンドを新規に作成する場合は次の画面から行います。
ⓦ 新規隠しコマンド作成
− コマンド名
新規登録するコマンド名を入力し
ます。文字の入力にはソフトウェ
アキーボードを利用することが可
能です。
− コマンド実行時動作
隠しコマンド実行時の動作を選択
します。
「デフォルト動作：」
を選択した場合、
「シャットダウン」
・
「リブート」
・
「ソフトウェ
アキーボード起動」のいずれかを指定できます。
「ユーザ指定動作：」を選択した場合、アプリケーションのファイルパスを指定でき
ます。「参照」ボタンをタッチすることで、ファイル選択ダイアログボックスが表示
されるので、そこからアプリケーションを選択します。
− タッチ数
隠しコマンド実行に必要なタッチ数を選択します。4〜7のいずれかを指定できま
す。
− 画面分割数
隠しコマンドのタッチ位置・タッチ順を設定するエリアのサイズを選択します。
「縦
5×横5：25分割」、「縦7×横7：49分割」のどちらかを指定できます。
− 「コマンドタッチ位置設定」ボタン
このボタンをタッチすると、タッチ位置設定画面を表示します。
− 「作成完了」ボタン
このボタンをタッチすると、入力された内容で隠しコマンド情報を作成し、隠しコ
マンド設定画面へ戻ります。
隠しコマンドの新規作成を完了するには、隠しコマンド設定画面の
「適用」ボタンを
タッチします。
− 「キャンセル」ボタン
このボタンをタッチすると、隠しコマンド情報を作成せず、隠しコマンド設定画面
へ戻ります。
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タッチ位置設定画面
隠しコマンドのタッチ位置の設定は次の画面から行います。

メニューダイアログ

作成する隠しコマンドの
タッチ位置・タッチ順

ⓦ タッチ位置・タッチ順の指定
タッチ位置は画面の黒い枠内をタッチすることで指定されます。また、タッチされた順
番でタッチ順は指定されます。指定した位置と順番は画面に黒い数字で表示されます。
この図は画面分割数が
「縦5×横5：25分割」
ですが、
「縦7×横7：49分割」
を指定した場
合でも、同じようにタッチ位置・タッチ順を指定できます。
重要
この画面で指定したタッチ位置・タッチ順で、本製品の画面をタッチすると隠しコマンドが実行
されます。それぞれの黒い枠がタッチ位置を示すエリアです。このエリアを黒い数字の順番で
タッチする必要があります。
ヒント

ⓦ

1つの枠には2回までタッチ位置を指定できます。3回以上は指定できません。

ⓦ

すでに登録されている隠しコマンドと同じタッチ位置、タッチ順を設定することはできませ
ん。
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ⓦ メニューダイアログ
タッチ位置設定画面が表示されると、同時にメニューダイアログも表示されます。この
ダイアログからは以下の動作が行えます。
− 「リセット」ボタン
このボタンをタッチすると、指定したタッチ位置・タッチ順がリセットされます。
タッチ位置・タッチ順を再入力したい場合に使用します。
− 「キャンセル」ボタン
このボタンをタッチすると、タッチ位置の指定をキャンセルし、隠しコマンド作成
画面へ戻ります。
− 「設定」ボタン
このボタンをタッチすると、指定したタッチ位置・タッチ順を保持し、隠しコマン
ド作成画面へ戻ります。

プレビュー画面
登録されている隠しコマンドのタッチ位置・タッチ順を確認する場合、次の画面から確認で
きます。

メニューダイアログ

プレビュー対象の隠しコマンド
のタッチ位置・タッチ順

ⓦ タッチ位置・タッチ順のプレビュー
プレビュー対象の隠しコマンドのタッチ位置・タッチ順が黒い数字で表示さます。この
画面を表示している状態で、本製品の画面をタッチしても隠しコマンドは実行されませ
ん。
ⓦ メニューダイアログ
メニューダイアログの「終了」ボタンをタッチすると、隠しコマンド設定画面へ戻ります
(→87ページ)。
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隠しコマンド編集
登録されている隠しコマンドを編集する場合は次の画面から行います。
ⓦ 隠しコマンド編集
編集対象の隠しコマンドの「コマンド
名」・「コマンド実行時動作」などがデ
フォルトで指定された状態でこの画面
は表示されます。
隠しコマンド設定の入力方法について
は隠しコマンド作成画面をご覧下さ
い。
ヒント

「コマンドタッチ位置編集」ボタンをタッ
チすると、「タッチ位置編集画面」を表示
します。この画面の説明は次項をご覧く
ださい。
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タッチ位置編集画面
隠しコマンドのタッチ位置の編集は次の画面から行います。

変更前の隠しコマンドの
タッチ位置・タッチ順

メニューダイアログ

変更後の隠しコマンドの
タッチ位置・タッチ順

ⓦ タッチ位置・タッチ順の変更
編集対象の隠しコマンドのタッチ位置・タッチ順が黒い数字で表示されています。
変更するタッチ位置は画面の黒い枠内をタッチすることで指定されます。また、タッチ
された順番でタッチ順は指定されます。指定した位置と順番は画面に赤い数字で表示さ
れます。
この図は画面分割数が
「縦5×横5：25分割」
ですが、
「縦7×横7：49分割」
を指定した場
合でも、同じようにタッチ位置・タッチ順を変更できます。
ヒント
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ⓦ

1つの枠には2回までタッチ位置を指定できます。3回以上は指定できません。

ⓦ

すでに登録されている隠しコマンドと同じタッチ位置、タッチ順を設定することはできませ
んが、編集対象の隠しコマンドと同じ位置・順番は設定できます(この画面に表示されている
黒い数字と同じ位置・順番は可能です)。

ⓦ メニューダイアログ
タッチ位置編集画面が表示されると、同時にメニューダイアログも表示されます。この
ダイアログからは以下の動作が行えます。
− 「リセット」ボタン
このボタンをタッチすると、変更したタッチ位置・タッチ順(赤い数字)がリセットさ
れます。変更するタッチ位置・タッチ順を再入力したい場合に使用します。
− 「キャンセル」ボタン
このボタンをタッチすると、タッチ位置の編集をキャンセルし、隠しコマンド編集
画面へ戻ります。
− 「編集」ボタン
このボタンをタッチすると、変更したタッチ位置・タッチ順を保持し、隠しコマン
ド編集画面へ戻ります。
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タッチサウンド
本製品の画面をタッチしたときに、「タッ
チしたこと」をお知らせする機能です。
タッチサウンドの設定は次の画面から行い
ます。
ⓦ タッチサウンド有効/無効
「有効」
「無効」のどちらかを選択できま
す。「適用」ボタンをタッチすることで
設定が反映されます。有効が反映され
た場合、画面をタッチするとサウンド
が再生されます。
ⓦ 「再生」ボタン
このボタンをタッチすると、サンプルとしてタッチサウンドと同じサウンドを再生しま
す。
ⓦ 「適用」ボタン
このボタンをタッチすると、タッチサウンドの有効/無効の選択を反映します。
ⓦ 「キャンセル」ボタン
このボタンをタッチすると、タッチサウンドの有効/無効の選択をリセットし、反映され
ている状態に表示しなおします。

重要
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タッチサウンドの音量は、本製品の音量アップスイッチ/音量ダウンスイッチ、および、OS
の音量設定に依存します。

タッチ位置自動強調
本製品の画面をタッチしたときに、「タッ
チした位置」を強調する機能です。
タッチ位置自動強調の設定は次の画面から
行います。
ⓦ タッチ位置自動強調 有効/無効
「有効」
「無効」のどちらかを選択できま
す。「適用」ボタンをタッチすることで
設定が反映されます。有効が反映され
た場合、画面をタッチするとタッチし
た位置に、以下のイメージが表示され
ます。

三角形の頂点がタッチした
位置を示します。

ⓦ 「適用」ボタン
このボタンをタッチすると、自動強調の有効/無効の選択を反映します。
ⓦ 「キャンセル」ボタン
このボタンをタッチすると、自動強調の有効/無効の選択をリセットし、反映されている
状態に表示しなおします。
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ワンタッチクリック機能
本製品の画面をタッチしたとき、画面から
指を離さなくてもクリックした状態とする
機能です。
ワンタッチクリックの設定は次の画面から
行います。
ⓦ ワンタッチクリック有効/無効
「有効」
「無効」のどちらかを選択できま
す。「適用」ボタンをタッチすることで
設定が反映されます。有効が反映され
た場合、画面をタッチすると指を離さ
ない状態でもクリックとなります。
ⓦ ディレイ時間の設定
0〜2.0秒間のディレイ時間を選択できます。0.1秒刻みに20段階で指定することができ
ます。「適用」ボタンをタッチすることで設定が反映されます。
初回システム起動時は0と表示されていますが、初回起動以降は、ユーザにより設定され
たディレイ時間が表示されます。
重要
ⓦ

ディレイ時間は画面をタッチしたままの状態から、クリックになるまでの時間を示します。
例えば、間違ったボタンをタッチしたときに、ディレイ時間を設定することで指をずらす猶
予ができ、ある程度の誤動作を防ぐことができます。

ⓦ

ディレイ時間中に画面から指を離した場合は、そこでクリックが発生します。

ⓦ 「適用」ボタン
このボタンをタッチすると、ワンタッチクリックの有効/無効の選択や、ディレイ時間の
変更を反映します。
ⓦ 「キャンセル」ボタン
このボタンをタッチすると、ワンタッチクリックの有効/無効の選択や、ディレイ時間の
変更をリセットし、反映されている状態に表示しなおします。
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ソフトウェアキーボード
本製品に搭載されている、ソフトウェア
キーボードを起動することができます。
ⓦ ソフトウェアキーボード起動/停止
− 「起動」ボタン
このボタンをタッチすると、ソフ
トウェアキーボードを起動しま
す。
− 「停止」ボタン
このボタンをタッチすると、ソフ
トウェアキーボードを停止(非表示)
します。
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5

システムBIOS
ユーティリティ
の操作
概

要 ------------------------------------------- 100

起

動 ------------------------------------------- 100

キーと画面の説明 ---------------------------- 101

使用上のご注意
本製品を安全に、かつ正しくお使いになるため
に必要な注意事項が記載されています。本製品
をお使いになる前に必ずお読みください。

知っておきたいこと
本製品の各部の名称やその他、知っておいてい
ただきたいことがらについて説明しています。

設置と接続
本体の設置にふさわしい場所の説明や、設置の
方法および本体にあるさまざまなコネクタと接
続できる周辺機器について説明しています。

システムのセットアップ
インストール済みのオペレーティングシステム
のセットアップと再インストールの手順につい
て説明します。

設定例 ------------------------------------------- 102
パラメータと説明 ---------------------------- 103
リセット ---------------------------------------- 120

操作の方法
本体の電源のON/OFFのしかたやさまざまな機
能の操作方法について説明しています。

強制電源OFF ---------------------------------- 120
割り込みラインとI/Oポートアドレス ---- 121
システムBIOSユーティリティの操作
基本ハードウェアの設定を行うためのユーティ
リティ
「SETUP」
の使い方について説明していま
す。

トラブルシューティング
本体が思うように動かず「故障かな？」と思った
場合は、ここをご覧ください。

付 録
アフターサービスを受ける際の情報について記
載しています。
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概 要
システムBIOSのセットアップ（SETUP）は本装置の基本ハードウェアの設定を行うための
ユーティリティです。このユーティリティは本装置内のフラッシュメモリに標準でインス
トールされているため、専用のユーティリティなどがなくても実行できます。
SETUPで設定される内容は、出荷時に本装置にとって最も標準で最適な状態に設定してい
ますのでほとんどの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明す
るような場合など必要に応じて使用してください。
ⓦ

重要

SETUPの操作は、システム管理者（アドミニストレータ）が行ってください。

ⓦ

S E T U P では、パスワードを設定することができます。パスワードには、
「Supervisor」と「User」の2種類があります。

ⓦ

OS（オペレーティングシステム）をインストールする前にパスワードを設定しないでく
ださい。

ⓦ

本装置には、最新のバージョンのSETUPがインストールされています。このため設定
画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラ
インヘルプを参照するか、販売店に問い合わせてください。

起 動
電源をONにする前に本体にUSBキーボードを接続してください。
本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面下に次のメッセージが表示されます。
Press F2 for System Utilities

以前にSETUPを起動してLANのOption ROMを展開するよう設定している場合は、以下の
メッセージになります。
Press <F2> to Setup or Press <F12> to Network boot

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。
以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が
表示されます。パスワードを入力してください。
Enter password [

]

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は
動作を停止します（これより先の操作を行えません）。電源をOFFにしてください。

ヒント
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パスワードには、
「Supervisor」
と
「User」
の2種類のパスワードがあります。
「Supervisor」
で
は、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができま
す。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

キーと画面の説明
キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します
（キーの機能については、画面下にも
表示されています）。
現在表示しているメニューを示す
サブメニューが
あることを示す

Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Main

Advanced

Security

System Hardware

Boot

Exit

Item Specific Help
Sensor Information
Thermal sensor:
Chassis Temp Upper Limit:
Chassis Temp Lower Limit:
WDT Monitoring:
POST Error Pause:
AC-LINK

[Enabled]
[ 62]
[ 0]
[Disabled]
[Enabled]
[Last State]

Display Sensor
Information

オンラインヘルプ
ウィンドウ

設定項目

F1
Help
Esc Exit

キーの機能説明

↑↓
←→

Select Item
Select Menu

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

パラメータ（選択すると文字が反転する）

□ カーソルキー（↑、↓）
画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択さ
れています。
□ カーソルキー（←、→）
MainやAdvanced、Security、System Hardware、Boot、Exitなどのメニューを選択し
ます。

▼

□ <−>キー／<＋>キー
選択している項目の値
（パラメータ）
を変更します。サブメニュー
（項目の前に
「 」
がつい
ているもの）を選択している場合、このキーは無効です。
□ <Enter>キー
選択したパラメータの決定を行うときに押します。
□ <Esc>キー
ひとつ前の画面に戻ります。押し続けると「Exit」メニューに進みます。

BIOS

シ
ス
テ
ム

□ <F1>キー
SETUPの操作でわからないことがあったときはこのキーを押してください。SETUPの
操作についてのヘルプ画面が表示されます。<Esc>キーを押すと、元の画面に戻りま
す。

ユ
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□ <F9>キー
現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します
（出荷時のパラ
メータと異なる場合があります）。
□ <F10>キー
設定したパラメータを保存してSETUPを終了します。
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設定例
次にソフトウェアと連係した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定
例を示します。
日付・時間の設定
日付や時間の設定は、オペレーティングシステム上でもできます。
「Main」→「System Time」
（時刻の設定）
「Main」→「System Date」
（日付の設定）
ハードディスクドライブ関連
ハードディスクドライブの状態を確認する
「Main」→「SATA」→表示を確認する
コンパクトフラッシュ関連
コンパクトフラッシュの状態を確認する
「Main」→「PATA」→表示を確認する
UPS関連
UPSと連動させる
− UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる
「System Hardware」→「AC-LINK」→「Stay-On」
− UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする
「System Hardware」→「AC-LINK」→「Stay-Off」
起動関連
本体に接続している起動デバイスの順番を変える
「Boot」→起動順序を設定する
POSTの実行内容を表示する
「Advanced」→「Boot-time Diagnostic Screen」→「Enabled」
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パラメータと説明
SETUPには大きく6種類のメニューがあります。
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ

Mainメニュー
Advancedメニュー
Securityメニュー
System Hardwareメニュー
Bootメニュー
Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定がで
きます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を
説明をします。

BIOS
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Main
▼

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。
項目の前に
「 」
がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表
示されます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Main

Advanced

Security

System Hardware

Boot

Exit

Item Specific Help
System Time:
System Date:

[00:00:00]
[01/01/2008]

BIOS Version:

XXXX

PATA
SATA

None
WDC WD800BEVS-22RST0-(S1)

Processor Setting
System Memory

514048 KB

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Select Item
Select Menu

<Tab>, <Shift-Tab>, or
<Enter> selects Field.

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。
項

目

パラメータ

説

明

System Time

HH:MM:SS

システム時刻の表示/設定を行います。

System Date

MM/DD/YYYY

システム日付の表示/設定を行います。

BIOS Version

−

BIOSのバージョンを表示します。

SATA

−

SATAデバイスの情報を表示します。

−

PATAデバイスの情報を表示します。

PATA
Processor Setting
System Memory

Processor Setting
Sub Menu
−

プロセッサの情報表示および各種設定を行い
ます。
メモリのサイズを表示します。
[

重要

]:

出荷時の設定

BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されていることを必ず確認してくださ
い。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
ⓦ

装置の輸送後

ⓦ

装置の保管後

ⓦ

装置の動作を保証する環境条件（温度：0℃〜40℃（ハードディスクドライブ搭載時は
5℃〜35℃）、湿度：20%〜85%）から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求する
ようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ（NTPサーバ）などを利用して運用するこ
とをお勧めします。
システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求め
の販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。
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Processor Setting
Mainメニューで「Processor Setting」を選択すると、以下の画面が表示されます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Main
Processor Setting

Processor Type:
Processor speed:
Processor L2 Cache Size:
Hyper-threading:

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Select Item
Select Menu

Item Specific Help

Enabling Hyperthreading
activates additional
CPU threads. These
threads may appear as
additional processors
but will share some
resources with the
other threads within
the physical package.

Intel(R) Atom(TM) CPU2
1600 MHz
512 KB
[Enabled]

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。
項

目

パラメータ

説

明

Processor Type

−

プロセッサのタイプを表示します。

Processor Speed

−

プロセッサスピードを表示します。

Processor L2 Cache Size

−

L2キャッシュサイズを表示します。

Hyper-Threading

Disabled
[Enabled]

Hyper-Threadingの有効/無効を設定しま
す。[ D i s a b l e d ] を選択した場合、H y p e r Threadingを無効にします。[Enabled]を選
択した場合、有効にします。
[
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Advanced
▼

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。
項目の前に
「 」
がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表
示されます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Main

Advanced

Security

System Hardware

Boot

Exit

Item Specific Help
PCI Configuration
Advanced Chipset Control
Peripheral Configuration
Reset Configuration Data:
NumLock:
Enable ACPI:
Boot-time Diagnostic Screen:
QuickBoot Mode:

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Select Item
Select Menu

[No]
[Off]
[Yes]
[Disabled]
[Disabled]

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。
項

目

パラメータ

説

明

PCI Configuration

PCI Configuration
Sub Menu

PCIデバイスの各種設定を行います。

Advanced Chipset Control

Advanced Chipset
Control Sub Menu

Chipsetの各種設定を行います。

Peripheral Configuration

Peripheral
Configuration
Sub Menu

周辺機器の各種設定を行います。

Reset Configuration Data

Yes
[No]

Configuration Data（POSTで記憶している
システム情報）
をクリアする場合は、[Yes]に
設定を設定します。起動後、このパラメータ
は[No]に切り替わります。

NumLock

Auto
On
[Off]

キーボードのNumLockを設定します。
[Auto]を選択すると、キーボードを接続して
いる場合にのみ、NumLockをオンに設定しま
す。[On]を選択した場合は常にオンに、[Off]
を選択した場合は常にオフに設定します。

Enable ACPI

[Yes]
No

[Yes]を選択した場合、OSはACPI Modeで
インストール・起動します。[No]を選択した
場合、OSはLegacy OSとしてインストー
ル・起動します。
通常は設定を変更しないでください。

Boot-time Diagnostic
Screen

[Disabled]
Enabled

[Disabled]を選択した場合、POST起動時に
ロゴ画面を表示します。[Enabled]を選択し
た場合、自己診断画面を表示します。

QuickBoot Mode

[Disabled]
Enabled

[Disabled]を選択した場合、通常のPOST処
理を実行します。[Enabled]を選択した場
合、メモリ試験等一部の試験がS k i p し、
POST起動時間が短縮されます。
[
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PCI Configuration
▼

Advancedメニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。
項目の前に
「 」
がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表
示されます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Advanced
PCI Configuration

Item Specific Help

On Board LAN Device:
On Board USB Device:

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Select Item
Select Menu

These items control
various LAN Devices.

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。
項

目

パラメータ

説

明

On Board LAN Device

On Board LAN
Device Sub Menu

On Board LANデバイスの設定を行います。

On Board USB Device

On Board USB
Device Sub Menu

On Board USBデバイスの設定を行います。
[
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On Board LAN Device
Advancedメニューの「PCI Configuration」で「On Board LAN Device」を選択すると、以
下の画面が表示されます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Advanced
On Board LAN Device

[Enabled]
[Disabled]

LAN Controller:
Option ROM:

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Item Specific Help

Select Item
Select Menu

Disables/enables the
on-board LAN
controller.

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。
項

目

パラメータ

説

明

LAN Controller

Disabled
[Enabled]

[Disabled]を選択した場合、LANコントロー
ラを無効にします。[Enabled]を選択した場
合、有効にします。

OptionROM

[Disabled]
Enabled

[Disabled]を選択した場合、LANコントロー
ラのOptionROMの展開を無効にします。
[Enabled]を選択した場合、有効にします。
[
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On Board USB Device
Advancedメニューの「PCI Configuration」で「On Board USB Device」を選択すると、以
下の画面が表示されます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Advanced
On Board USB Device

USB 2.0 Controller:

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Select Item
Select Menu

Item Specific Help

[Enabled]

Control USB 2.0
functionality through
this Setup Item.

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。
項

目

USB 2.0 Controller

パラメータ
Disabled
[Enabled]

説

明

[Disabled]を選択した場合、USB2.0コント
ローラを無効にします。[Enabled]を選択し
た場合、有効にします。
[
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Advanced Chipset Control
Advancedメニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示さ
れます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Advanced
Advanced Chipset Control

Wake On LAN/PME:

[Enabled]

DVMT 3.0 Mode:
Pre-Allocated Memory Size:
Total Graphics Memory:
Fixed Graphics Memory:
DVMT Graphics Memory:

[Combo]
[8MB]
[128MB]
32MB
64MB

Select Video BIOS:

[IEGD]

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Select Item
Select Menu

Item Specific Help

Determines the action
of the system when a
LAN/PME wake up event
occurs.

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。
項

目

パラメータ

説

明

Wake On LAN/PME

Disabled
[Enabled]

ネットワークを介したリモートパワーオン機
能やPCIデバイスのPME信号からのリモート
パワーオン機能の有効/無効を設定します。
[Disabled]を選択した場合、無効にします。
[Enabled]を選択した場合、有効にします。

DVMT 3.0 Mode

Fixed
DVMT
[Combo]

DVMT(Intel Dynamic Video Memory
Technology)のモードの設定を行います。

Pre-Allocated Memory Size

Disabled
1MB
4MB
[8MB]

内蔵GraphicのPre-Allocated Memoryサイ
ズの設定を行います。

Total Graphics Memory

64MB
[128MB]
MaxDVMT

内蔵GraphicのTotal Memoryサイズを設定
します。

Fixed Graphics Memory

−

DVMT 3.0 Modeが[DVMT]の場合は、表示
されません。

DVMT Graphics Memory

−

DVMT 3.0 Modeが[Fixed]の場合は、表示
されません。

Select Video BIOS

[IEGD]
IGMA

使用するVideo BIOSを選択します。
[IEGD]を選択した場合、Intel Embedded
Graphics Driversを使用します。[IGMA]を
選択した場合、I n t e l G r a p h i c M e d i a
Acceleratorを使用します。
[
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Peripheral Configuration
Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されま
す。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Advanced
Peripheral Configuration

Serial port 1:
Base I/O address:
Interrupt:
Serial port 2:
Base I/O address:
Interrupt:
Audio:
Speaker:
Legacy USB Support:
Touch Panel
Serial ATA
Parallel ATA:
LCD Button Mask:
Volume Button Mask:

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Select Item
Select Menu

Item Specific Help

Configure serial port 1
using options:

[Enabled]
[3F8]
[IRQ 4]
[Enabled]
[2F8]
[IRQ 3]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Unmask]
[Unmask]

[Disabled]
No configuration
[Enabled]
User configuration

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。
項

目

Serial Port 1

パラメータ

説

明

[Disabled]を選択した場合、シリアルポート
1を無効にします。[Enabled]を選択した場
合、有効にします。

Base I/O address

[3F8]
2F8
3E8
2E8

シリアルポート1のポートアドレスを指定し
ます。

Interrupt

IRQ 3
[IRQ 4]

シリアルポート1で使用する割り込み番号を
指定します。

Disabled
[Enabled]

[Disabled]を選択した場合、シリアルポート
2を無効にします。[Enabled]を選択した場
合、有効にします。
12PNC-W2/B2の場合、表示されません。

3F8
[2F8]
3E8
2E8

シリアルポート2のポートアドレスを指定し
ます。
12PNC-W2/B2の場合、表示されません。

[IRQ 3]
IRQ 4

シリアルポート2で使用する割り込み番号を
指定します。
12PNC-W2/B2の場合、表示されません。

Disabled
[Enabled]

[Disabled]を選択した場合、Audioを無効に
します。[Enabled]を選択した場合は、有効
にします。

Serial Port 2

Base I/O address

Interrupt

Audio

<次ページに続く>
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項

目

パラメータ

説

明

Speaker

Disabled
[Enabled]

[Disabled]を選択した場合、Speakerを無効
にします。[Enabled]を選択した場合、有効
にします。なお、POST中は、本設定に関係
なくSpeakerは有効となります。

Legacy USB Support

Disabled
[Enabled]

[Disabled]を選択した場合、USBレガシー機
能を無効にします。[Enabled]を選択した場
合、有効にします。なお、POST中は、本設
定に関係なくUSBキーボードは使用可能とな
ります。

Touch Panel

Disabled
[Enabled]

[Disabled]を選択した場合、タッチパネルを
無効にします。[Enabled]を選択した場合、
有効にします。なお、POST中は、本設定に
関係なくタッチパネルは使用できません。

Serial ATA

Disabled
[Enabled]

[Disabled]を選択した場合、Serial ATAを
無効にします。[Enabled]を選択した場合、
有効にします。

Parallel ATA

Disabled
[Enabled]

[Disabled]を選択した場合、Parallel ATAを
無効にします。[Enabled]を選択した場合、
有効にします。

LCD Button Mask

[Unmask]
Mask

[Mask]を選択した場合、輝度アップスイッ
チ/ダウンスイッチによる操作を無効にしま
す。[Unmask]を選択した場合、有効にしま
す。

Volume Button Mask

[Unmask]
Mask

[Mask]を選択した場合、音量アップスイッ
チ/ダウンスイッチによる操作を無効にしま
す。[Unmask]を選択した場合、有効にしま
す。
[
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Security
カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Main

Advanced

Security

System Hardware

Boot

Exit

Item Specific Help
Supervisor Password Is:
User Password Is:

Clear
Clear

Set Supervisor Password
Set User Password

[Enter]
[Enter]

Password on boot:
Power Button Mask

[Disabled]
[Unmask]

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Select Item
Select Menu

Supervisor Password
controls access to the
setup utility.

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押す
とパスワードの登録/変更画面が表示されます。
ここでパスワードの設定を行います。

重要

ⓦ 「User Password」
は、
「Supervisor Password」
を設定していないと設定できませ
ん。
ⓦ

OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。

項目については次の表を参照してください。
項

目

Supervisor Password Is

Set
Clear

Set
Clear

説

明

スーパバイザパスワードの設定状態を表示し
ます。[Set]が表示されている場合はスーパ
バイザパスワードが設定されていることを示
します。[Clear]が表示されている場合は、パ
スワードが設定されていないことを示しま
す。
ユーザパスワードの設定状態を表示します。
[ S e t ] が表示されている場合はユーザパス
ワードが設定されていることを示します。
[Clear]が表示されている場合は、パスワード
が設定されていないことを示します。

Set Supervisor Password

[Enter]

スーパバイザパスワードの設定を行います。
新しいパスワードに対して未入力の場合はパ
スワードがクリアされます。

Set User Password*

[Enter]

ユーザパスワードの設定を行います。新しい
パスワードに対して未入力の場合はパスワー
ドがクリアされます。
<次ページに続く>
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項

目

パラメータ

説

明

Password on boot*

[Disabled]
Enabled

[Disabled]が選択された場合は、起動時にパ
スワード入力が要求されません。[Enabled]
が選択された場合は、起動時にパスワードが
要求されます。

Power Switch Mask

[UnMask]
Masked

Powerスイッチ機能の有効/無効を設定しま
す。[Masked]が選択された場合は、POST
終了以降からスイッチ機能が無効になりま
す。

* 「Set Supervisor Password」でパスワードを登録したときに設定できます。
[
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System Hardware

▼

カーソルを
「System Hardware」
の位置に移動させると、System Hardwareメニューが表示
されます。
項目の前に
「 」
がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表
示されます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Main

Advanced

Security

System Hardware

Boot

Exit

Item Specific Help
Sensor Information
Thermal sensor:
Chassis Temp Upper Limit:
Chassis Temp Lower Limit:
WDT Monitoring:
POST Error Pause:
AC-LINK

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Select Item
Select Menu

[Enabled]
[ 62]
[ 0]
[Disabled]
[Enabled]
[Last State]

Display Sensor
Information

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。
項

目

パラメータ

説

明

Sensor Information

Sensor Information
Sub Menu

CPUおよび筐体内温度を表示します。

Thermal Sensor

Disabled
[Enabled]

[Disabled]が選択された場合は、温度監視機
能は無効になります。[Enabled]が選択された
場合は、温度監視機能は有効になります。

Chassis Temp Upper Limit

45-[62]-62

筐体内温度の上限しきい値を設定します。

0-[0]-10

筐体内温度の下限しきい値を設定します。

WDT Monitoring

[Disabled]
30s
60s
90s
120s
150s
180s

起動時のブート監視の有効/無効とタイマ設
定時間を設定します。この機能を使用する場
合は、WDT監視を行うRAS系ソフトをイン
ストールする必要があります。

Disabled
[Enabled]

POSTでエラーが起きた場合の動作を設定し
ます。[ D i s a b l e d ] が選択された場合は、
POSTエラーが発生してもPOSTの最後で停
止しません。[Enabled]が選択された場合
は、POSTエラーが発生した場合POSTの最
後で停止します。

Post Error Pause
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Chassis Temp Lower Limit

<次ページに続く>
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項

目

AC-LINK

パラメータ

説

Stay-On
Stay-Off
[Last State]

明

AC電源が再度供給されたときの電源の状態
を設定します。[Stay-On]が選択された場合
は、AC-ON/OFFの状態にかかわらず常に
DC-ONになります。[Stay-Off]が選択された
場合は、AC-ON/OFFの状態にかかわらず常
にDC-OFFになります。[Last State]が選択
された場合は、AC-ON時にAC-OFF時と同
じDC状態になります。
[

]:

出荷時の設定

「AC-LINK」
の設定と本体のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を
次の表に示します。
設

AC電源OFFの前の状態

Stay-Off

Stay-On

動作中

Off

On

On

停止中（DC電源もOffのとき）

Off

Off

On

強制電源Off等異常時

Off

On/Off*

Off

*

ヒント
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定

Last State

AC OFFのタイミングにより、On/Offが決まります。

UPSに接続しているときは
「Stay-On」
に設定します。また、本体の電源をOFFにした後、再
びONにするときは、10秒以上経過してからONになるようにスケジューリングを設定して
ください。

Sensor Information
System Hardwareメニューで「Sensor Information」を選択すると、以下の画面が表示さ
れます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
System Hardware
Sensor Information

CPU Temp Value
:
Chassis Temp Value :

↑↓
←→

F1
Help
Esc Exit

Select Item
Select Menu

60 C
35 C

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。
項

目

パラメータ

説

明

CPU Temp Value

−

CPU温度を表示します。

Chassis Temp Value

−

筐体内温度を表示します。
[

]:

出荷時の設定
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Boot
カーソルを「Boot」
の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されま
す。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Main

Advanced

Security

System Hardware

Boot

Exit

Item Specific Help
Boot priority order:
1: USB CD-ROM:
2: USB FDC: Y-E DATA USB-FDU-(USB 1.1)
3: PATA Device:
4: SATA Device: WDC WD800BEVS-22RST0-(S1)
5: PCI BEV:
6:
7:
8:
Excluded from boot order:

F1
Help
Esc Exit

↑↓
←→

Select Item
Select Menu

Keys used to view or
configure devices:
Up and Down arrows
select a device.
<+> and <-> moves
the device up or down.
<x> exclude or include
the device to boot.

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

システムは起動時にこのメニューで設定した順番に機器をサーチし、起動ソフトウェアを見
つけるとそのソフトウェアで起動します。
<↑>キー/<↓>キー、<＋>キー/<−>キーで起動デバイスの優先順位を変更できます。
各機器の位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<＋>キー/<−>キーで優先順位を変更でき
ます。
項目については次の表を参照してください。
項

目

Boot priority order

Extended from boot order

パラメータ
1:
2:
3:
4:
5:

USB CD-ROM
USB FDC
PATA Device
SATA Device
PXE
−

説

明

起動デバイスの優先順位の設定を行います。
上位に設定されたデバイスが優先的に起動し
ます。

起動デバイスより除外したいデバイスを設定
します。
[
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Exit
カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。
Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility
Main

Advanced

Security

System Hardware

Boot

Exit

Item Specific Help
Exit Saving Changes
Exit Discarding Changes
Load Setup Defaults
Discard Changes
Save Changes

F1
Help
Esc Exit

↑↓
←→

Select Item
Select Menu

Exit System Setup and
save your changes to
CMOS.

- /+
Change Values
Enter Select Sub-Menu

F9
Setup Defaults
F10 Save and Exit

このメニューの各オプションについて以下に説明します。
ⓦ Exit Saving Changes
新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を
選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認の画面が表示されます。ここで、
「Yes」
を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、シス
テムは自動的に再起動します。「No」を選択すると、Exitメニューの画面に戻ります。
ⓦ Exit Discarding Changes
新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この
項目を選択します。ここで、
「No」
を選択すると、変更した内容を保存しないでSETUPを
終わらせ、システムは自動的に再起動します。「Y e s 」を選択すると変更した内容を
CMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、システムは自動的に再起動します。
ⓦ Load Setup Defaults

ⓦ Discard Changes

シ
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SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load
Setup Defaultsを選択すると、確認の画面が表示されます。ここで、
「Yes」を選択する
と、デフォルト値に戻ります。「No」を選択するとExitメニューの画面に戻ります。
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今まで変更した内容を破棄し、SETUPを起動する以前の設定に戻します。
ⓦ Save Changes
今まで変更した内容を保存し、SETUPを続けます。

119

リセット
O S が起動する前に動作しなくなったときは、< C t r l > キーと< A l t > キーを押しながら、
<Delete>キーを押してください。リセットを実行します。

重要

リセットは、本体のDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアしてしまいます。
ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がなにも処理していないことを
確認してください。

強制電源OFF
OSからシャットダウンできなくなったときや、POWERスイッチを押しても電源をOFFにで
きなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。
本体のPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。
（電源を再びONにするときは、電源OFFから約10秒ほど待ってから電源をONにしてくださ
い。）

重要
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リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし直して、OSを起動
させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。

割り込みラインとI/Oポートアドレス
割り込みラインやI/Oポートアドレスは、出荷時に次のように割り当てられています。オプ
ションを増設するときなどに参考にしてください。
ⓦ 割り込みライン
IRQ

周辺機器（コントローラ）

IRQ

周辺機器（コントローラ）

0

システムタイマ

8

リアルタイムクロック

1

キーボード

9

SCI

2

カスケード接続

10

PCI

3

シリアルポート2(COM2)

11

PCI

4

シリアルポート1(COM1)

12

マウス

5

PCI

13

数値演算プロセッサ

6

未使用

14

プライマリIDE

7

PCI

15

未使用

ⓦ PCI INTとPCIデバイスの関係
PCIデバイスの割り込みは次のように割り当てられています。割り込みの設定は、システ
ムBIOSのSETPUの
「Custom Configuration」
で変更できます。詳しくはこの章の説明を
参照してください。
メニュー項目

割り込み

PCI INT A Assignment

SATA（ハードディスクドライブ）

PCI INT B Assignment

LANコントローラ

PCI INT C Assignment

Express Card

PCI INT D Assignment

Express Card

PCI INT E Assignment

オーディオ

PCI INT F Assignment

USB

PCI INT G Assignment

USB

PCI INT H Assignment

USB

ⓦ I/Oポートアドレス
アドレス

使用チップ

アドレス

使用チップ

割り込みコントローラ

1F0-1F7

CF（PATA）コントローラ

40-42

システムタイマ

2F8-2FF

シリアルポート2(COM2)

70-73

リアルタイムクロック（RTC）

376

HDD（SATA）コントローラ

A0-A1

割り込みコントローラ

3F6

CF（PATA）コントローラ

170-177

HDD（SATA）コントローラ

3F8-3FF

シリアルポート1(COM1)

*1 16進数で表記しています。
*2 PCIデバイスのI/OポートアドレスはPCIデバイスの種類や数によって任意に設定されま
す。
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トラブル
シューティング
日常の保守 ------------------------------------- 124

使用上のご注意
本製品を安全に、かつ正しくお使いになるため
に必要な注意事項が記載されています。本製品
をお使いになる前に必ずお読みください。

知っておきたいこと
本製品の各部の名称やその他、知っておいてい
ただきたいことがらについて説明しています。

設置と接続
本体の設置にふさわしい場所の説明や、設置の
方法および本体にあるさまざまなコネクタと接
続できる周辺機器について説明しています。

エラーメッセージ ---------------------------- 126
障害処理チェックリスト -------------------- 128

システムのセットアップ
インストール済みのオペレーティングシステム
のセットアップと再インストールの手順につい
て説明します。

操作の方法
本体の電源のON/OFFのしかたやさまざまな機
能の操作方法について説明しています。

システムBIOSユーティリティの操作
基本ハードウェアの設定を行うためのユーティ
リティ
「SETUP」
の使い方について説明していま
す。

トラブルシューティング
本体が思うように動かず「故障かな？」と思った
場合は、ここをご覧ください。

付 録
アフターサービスを受ける際の情報について記
載しています。
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日常の保守
本製品を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守を定期的に
行ってください。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに販売店に保守を依頼し
てください。

ランプ表示の確認
本装置の電源をONにした後およびシャットダウンをして本装置の電源をOFFにする前に、
本装置のランプ表示を確認してください。ランプの機能と表示の内容については1章の
「知っ
ておきたいこと」
の「各部の名称と機能」−「ランプ表示」をご覧ください。万一、本装置の異
常を示す表示が確認された場合は、販売店に連絡して保守を依頼してください。

バックアップ
定期的に本装置にあるハードディスクドライブ内の大切なデータを市販のバックアップツー
ルなどを利用してバックアップすることをお勧めします。
バックアップに必要な装置や条件などについてはバックアップツールの説明書などを参照し
てください。

クリーニング
本装置を良い状態に保つために本装置を定期的にクリーニングしてください。

警告
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死
亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ以降の説明を
ご覧ください。
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ⓦ

分解・修理・改造はしない

ⓦ

リチウムバッテリを取り外さない

ⓦ

プラグを差したまま取り扱わない

本装置の外観の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくいときは、次の
ような方法できれいになります。
ⓦ

シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質のいたみや変色の
原因になります。

ⓦ

コンセント、ケーブル、本装置背面のコネクタ、本装置内部は絶対に水などでぬらさな
いでください。

重要

1. 本装置の電源がOFF（電源ランプ消灯）になっていることを確認する。
2. ACアダプタの電源コードをコンセントから抜き、本装置から電源コードを抜く。
3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。
4. 中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。
5. 本装置の汚れた部分を手順4の布で少し強めにこすって汚れを取る。
6. 真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。
7. 乾いた布で水気をふき取る。
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エラーメッセージ
本装置の電源をONにすると自動的に実行される自己診断機能「POST」中に何らかの異常を
検出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージが表示されます（場合によっては
その対処方法も表示されます）。画面に表示されるメッセージとその意味、対処方法につい
て以下に示します。

重要

販売店に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてください。アラーム表示は保
守を行うときに有用な情報となります。

ⓦ System CMOS checksum bad - Default configuration used
意味: CMOSのチェックサムが正しくありません。デフォルト値が設定されました。
対処: システムBIOSのSETUPを起動して設定し直してください。
ⓦ Operating System not found
意味: OSの入ったフロッピーディスクまたはハードディスクドライブが見つかりません。
対処: デバイスの接続を確認してください。OSをインストールしてください。
ⓦ 0B70: The error occurred during temperature sensor reading.
意味: 温度センサーの異常を検出しました。
対処: 販売店に連絡してください。
ⓦ 0B71: System Temperature out of the range.
(Press <F3> to override boot suppression, or <F2> to enter Setup)
意味: システム温度が規定範囲外です。
対処: 設置環境を確認し、問題があるようでしたら改善してください。
改善後も表示されるようなら、販売店に連絡してください。
ⓦ 0B74: The error occurred during voltage sensor reading.
意味: 電圧センサーの異常を検出しました。
対処: 販売店に連絡してください。
ⓦ 0B75: System Voltage out of the range
意味: システム電圧の異常を検出しました。
対処: 販売店に連絡してください。
OSの起動後に致命的なエラー
（STOPエラーやシステムエラー）
が起きるとディスプレイ装置
の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッセージが表示されます。
*** STOP: 0x0000000A (0x00000074, 0x00000002, 0x00000001, 0x80108E7A)
IRQL̲NOT̲LESS̲OR̲EQUAL*** Address 80108E7A has base at 8010000 ̲ ntoskrnl.exe

画面のバックグラウンドの色は「ブルー」
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画面に表示されたメッセージを記録して販売店に連絡してください。
また、このエラーが起きると本装置は自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリに
メモリダンプのデータを保存します。のちほど販売店の保守員からこのファイルの提供を依
頼する場合があります。MOやDATなどのメディアにファイルをコピーして保守員に渡せる
よう準備しておいてください。

重要

チェック

STOPエラーやシステムエラーが発生しシステムを再起動したとき、仮想メモリが不足し
ていることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのまま起動してください。
このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、システムイベン
トログでSave Dumpのイベントログが記録され、メモリダンプが保存されたことを確認し
てください。

このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺機器にエラーが起き
た場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して販売店に連絡してください。
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障害処理チェックリスト
本製品が思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本
装置をチェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の
確認、処理に従ってください。
それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイの画面に表示されたメッセージを記録して
から、販売店に連絡してください。

本装置について
電源がONにならない
□ 電源が本装置に正しく供給されていますか？
→ 電源コードが本装置の電源規格に合ったコンセントに接続されていることを確
認してください。
→ 本装置に添付の電源コードとA C アダプタ、もしくは別売のA C アダプタ
（N8730-19313）のいずれかを使用してください。また、電源コードの被覆が
破れていたり、プラグ部分が折れていたりしていないことを確認してくださ
い。
→ 接続したコンセントのブレーカがONになっていることを確認してください。
□ 電源スイッチを押しましたか？
→ 本装置下面にある電源スイッチを押して電源をON（電源ランプ点灯）
にしてくだ
さい。
電源コードを接続したら自動的に電源がONになり、すぐにOFFになった
□ 装置の正常な動作です。
→ 本装置では、電源供給にていったん電源がONになり、1〜2秒後にOFFになり
ます。これは装置の仕様で故障ではありません。
Wake On機能が動作しない
□ 正常な状態で電源がOFFされましたか？
→ 電源ON時に電源コードを抜いた場合(停電による電源OFFを含みます)や、強制
電源OFFした場合は、Wake On機能は動作しません。一度、電源をONにし
て、正常な状態で電源をOFFにしてください。
USB CD-ROMドライブからブートしない
□ BIOSの設定を間違えていませんか？
→ システムBIOSのSETUPで設定を確認してください。
<確認するメニュー: [Boot]→[Boot priority order]>
USB FDドライブからブートしない
□ BIOSの設定を間違えていませんか？
→ システムBIOSのSETUPで設定を確認してください。
<確認するメニュー: [Boot]→[Boot priority order]>
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ブルー画面で電源OFFできない
→ 一度押しでは電源OFFはできません。
ブルー画面で電源をOFFにする時は、強制電源OFF（強制シャットダウン: 電源
スイッチを4秒以上押し続ける）を行ってください。
POSTが終わらない
□ 本装置の起動直後にタッチパネルやキーボードやマウスを操作していませんか？
→ 起動直後にタッチパネルやキーボードやマウスを操作すると、POSTは誤って
キーボードコントローラの異常を検出し、処理を停止してしまうことがありま
す。そのときはもう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、BIOS
の起動メッセージなどが表示されるまでタッチパネルやキーボード、マウスを
使って操作しないよう注意してください。
□ USBデバイスからブートできる設定になっていませんか？
→ 本装置は、USBデバイスからブートできる設定にした場合、POST実行時間が
長くなってしまいます。ブートさせる必要がない場合は、ブートオーダから外
してください。
<確認するメニュー: [Boot]→[Boot priority order]>
外付けデバイスにアクセスできない（または正しく動作しない）
□ ケーブルは正しく接続されていますか？
→ 電源ケーブル（コード）
が確実に接続されていることを確認してください。また
接続順序が正しいかどうか確認してください。
□ 電源ONの順番を間違っていませんか？
→ 外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本装置の順に電源を
ONにします。
□ ドライバをインストールしていますか？
→ 接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要なも
のがあります。デバイスに添付の説明書を参照してドライバをインストールし
てください。
□ BIOSの設定を間違えていませんか？
→ シリアルポート、USBポートに接続しているデバイスについては動作モードの
設定が必要なものもあります。デバイスに添付の説明書を参照して正しく設定
してください。
<確認するメニュー: [Advanced]>
画面のタッチ位置がズレている
□ モニタの校正を正しくしていますか？
→ 4章の「モニタの校正（キャリブレーション）」を参照して校正してください。
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ランチャーについて
「ボタン情報設定」で登録したボタンが表示されない
□「ボタン情報設定」のファイルパスが正確に入力されていますか？
→「ボタン情報設定」のファイルパスを確認してください。
□「ランチャー情報設定」で有効ボタン数を制限していませんか？
→「ランチャー情報設定」で有効ボタン数を確認してください。
起動時に「アプリケーション自動起動設定」で設定したアプリケーションが起動しない
□「アプリケーション自動起動設定」のファイルパスが正確に入力されていますか？
→「アプリケーション自動起動設定」のファイルパスを確認してください。

Windowsについて
OSを起動できない
□ USBフロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしていませんか？
→ フロッピーディスクを取り出して再起動してください。
□ USB CD-ROMドライブ等のUSB光学ドライブにCD-ROM等のメディアをセットし
ていませんか？
→ CD-ROM等のメディアを取り出して再起動してください。
□ OSが破損していませんか？
→ OSの再セットアップを試してください（3章参照）。
□ BIOSの設定を間違えていませんか？
→ OSによって使用するVideo BIOSが異なります。システムBIOSのSETUPで設
定を確認してください。
<確認するメニュー: [Advanced]→[Advanced Chipset Control]→[Select
Video BIOS]>
− Windows Vista Businessの場合: [IGMA]
− Windows XP Professional/Windows XP Embeddedの場合:［IEGD］
Windowsのインストール後に、デバイス マネージャで日本語106/109 キーボード
が英語101/102 キーボードと認識される
→ デバイス マネージャでは英語101/102キーボードと認識されていますが、キー
ボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。日本
語106/109キーボードに変更したいときは、以下の手順で変更してください。
1. ［スタートメニュー］から［設定］を選択し、［コントロールパネル］を起動する。
2. ［管理ツール］
内の
［コンピュータの管理］
を起動し
［デバイスマネージャ］
を
クリックする。
3. ［キーボード］をクリックし、以下のプロパティを開く。
101/102英語キーボードまたは、Microsoft Natural PS/2キーボード
4. ［ドライバ］タブの［ドライバの更新］をクリックし、［このデバイスの既知
のドライバを表示してその一覧から選択する］を選択する。
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5. 「このデバイス クラスのハードウェアをすべて表示」
を選択し、日本語 PS/
2キーボード（106/109キー）を選択して［次へ］をクリックする。
6. ウィザードに従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。
7. 以下のメッセージが表示された場合は、［はい］をクリックして操作を続行する。

ネットワーク上で認識されない
□ ケーブルを接続していますか？
→ 本装置背面にあるネットワークポートに確実に接続してください。また、使用
するケーブルがネットワークインタフェースの規格に準拠したものであること
を確認してください。
□ BIOSの設定を間違えていませんか？
→ 本装置のシステムBIOSのSETUPで内蔵のLANコントローラを無効にすること
ができます。システムBIOSのSETUPで設定を確認してください。
<確認するメニュー:[Advanced]→[PCI Configuration]→[On Board LAN
Device]→[LAN Controller]>
□ 転送速度の設定を間違えていませんか？
→ 内蔵のL A N コントローラは、転送速度が1 0 0 0 M b p s 、1 0 0 M b p s または
10Mbpsのネットワークで使用することができます。この転送速度の切り替え
または設定をO S 上から行えますが、「自動検出」という機能は使用せず、
1000Mbps、100Mpbsまたは10Mbpsのいずれかに設定してください。
また、接続しているHubと転送速度やデュプレックスモードが同じであること
を確認してください。
□ プロトコルやサービスのセットアップを済ませていますか？
→ 本装置専用のネットワークドライバをインストールしてください。また、TCP/
IPなどのプロトコルのセットアップや各種サービスが確実に設定されているこ
とを確認してください。
障害発生時、「自動的に再起動する」の設定で、設定どおりに動作しない
→ コントロールパネルの
［システム］で障害発生時に「自動的に再起動する」
よう設
定しても、自動的に再起動しない場合があります。
再起動しない場合は、手動で再起動してください。

ヒント

「自動的に再起動する」
の設定は、
［コントロールパネル］
→
［システム］
→
［詳細設
定］→［起動と回復］で設定します。
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A
付 録

ユーザーサポート ---------------------------- 134

使用上のご注意
本製品を安全に、かつ正しくお使いになるため
に必要な注意事項が記載されています。本製品
をお使いになる前に必ずお読みください。

知っておきたいこと
本製品の各部の名称やその他、知っておいてい
ただきたいことがらについて説明しています。

設置と接続
本体の設置にふさわしい場所の説明や、設置の
方法および本体にあるさまざまなコネクタと接
続できる周辺機器について説明しています。

システムのセットアップ
インストール済みのオペレーティングシステム
のセットアップと再インストールの手順につい
て説明します。

操作の方法
本体の電源のON/OFFのしかたやさまざまな機
能の操作方法について説明しています。

システムBIOSユーティリティの操作
基本ハードウェアの設定を行うためのユーティ
リティ
「SETUP」
の使い方について説明していま
す。

トラブルシューティング
本体が思うように動かず「故障かな？」と思った
場合は、ここをご覧ください。

付 録
アフターサービスを受ける際の情報について記
載しています。
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ユーザーサポート
アフターサービスをお受けになる前に、保証およびサービスの内容について確認してくださ
い。

保証について
本製品には
『保証書』
が添付されています。
『保証書』
は販売店で所定事項を記入してお渡しし
ますので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した
場合は、
『保証書』
の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは
『保証書』
をご覧くだ
さい。
ⓦ

弊社製以外
（サードパーティ）
の製品、弊社が認定していない装置やインタフェースケー
ブルを使用したために起きたパネルコンピュータの故障については、その責任を負いか
ねますのでご了承ください。

ⓦ

本体に製品の形式、SERIAL No.（製造番号）
、定格、製造業者名、製造国が明記された
銘板が貼ってあります。お買い求めの販売店にお問い合わせする際にこの内容をお伝え
ください。また銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していませんと、装置が保証
期間内に故障した場合でも、保証を受けられないことがありますのでご確認ください。
万一違う場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

重要

銘板

銘板

12PNC-W2/B2
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15PNC-W2/B2

修理に出される前に
「故障かな？」と思ったら、以下の手順を行ってください。
① 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを確認
します。
② 6章の
「トラブルシューティング」
−
「障害処理チェックリスト」
を参照してください。該当
する症状があれば記載されている処理を行ってください。
③ 本製品を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインストールされていること
を確認します。
④ 市販のウィルス検出プログラムなどで本装置をチェックしてみてください。
以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店にご
連絡ください。その際に本装置のランプの表示やディスプレイのアラーム表示もご確認くだ
さい。故障時のランプやディスプレイによるアラーム表示は修理の際の有用な情報となるこ
とがあります
なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。

重要

本装置は日本国内仕様のため、弊社の海外拠点で修理することはできません。ご了承くださ
い。

修理に出される時は
修理に出される時は次のものを用意してください。
□ 保証書（保証期間内の場合）
□ パネルコンピュータ修理チェックシート（本書の巻末にある「修理チェックシート」をコ
ピーして使用してください。）

補修用部品について
本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

付
録
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HTTP Port Number
111, 113, 115
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ソフトウェアキーボード 97
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L
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Speaker 112

Interrupt 111

System Hardware 115

LAN Controller 108

System Memory 104

LCD Button Mask 112

System Time 104
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Total Graphics Memory 110

エラーメッセージ 126

知っておきたいこと 1

Touch Panel 112

大文字 59

周辺機器 24

USB 2.0 Controller 109

オペレーティングシステム 30

修理に出される前に 135

User Password Is 113

音量アップスイッチ 2, 3

使用上のご注意 iii

Volume Button Mask 112

音量ダウンスイッチ 2, 3

障害処理チェックリスト 128

Wake On LAN/PME 110
WDT Monitoring 115

Windows 130
本装置 128

カ

概要 100
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画面 101

各種設定選択画面 50
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起動 100
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4, 5

設定例 102
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パラメータと説明 103
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タ
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システムBIOSユーティリティ 99
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操作の方法 37
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起動 48
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割り込みライン 121

日付の設定 104
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Windows Vista Business 31
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Windows XP Professional 32
付録 133
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補修用部品 135
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マ
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名称 2
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修理について
本製品が故障した場合には所定の窓口に送付していただくことにより修理いたします。
修理品送付先
〒210-0011

神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目6番3号
NECフィールディング株式会社
リペア本部 調達部 パネルコンピュータ修理窓口

TEL：044−245−8693

宛て

FAX：044−245−8476

なお、修理品発送時の輸送費用はお客様負担でお願いいたします（無償修理期間中含む）。
有償修理
保証期間を過ぎている場合や、保証期間内であっても故障部品が弊社が規定する部品で寿命期間を過ぎて
いると判断された場合、お客様のお取扱いが原因による故障は有償での修理対応となりますので、ご了承
ください。なお、有償時の修理料金は「技術料」＋「部品代」となります。
また、無償期間修理の場合は保証書（コピーでも可）を修理品といっしょに発送してください。
修理完了までの流れ

① チェックシート記入

修理を希望しない場合、
現品の返送輸送費および
技術料の請求が発生します。

※裏面をご覧ください。

修理を希望しない

②

発

③

送

パネルコンピュータ

④

修理受付/お見積もり

＋
チェックシート

修理実施のご検討

ご連絡
修理を希望

⑤
修理開始

⑥
完

了

⑦

ご返却

修理費のお支払い

＋
パネルコンピュータ

お客様

重要

サービス報告書

NECフィールディング

修理品送付時の注意
送付時はLCDをはじめ装置がダメージを受けないような梱包状態での送付をお願いいたします。
（例：LCD
画面部をダンボール等で被い、エアーキャップ等で全体を包み、箱との隙間に緩衝材を入れる等）
また、運
送会社では精密機器輸送用のパック便を用意しているところもございますので、輸送の際は利用されること
をお勧めいたします。

パネルコンピュータ修理チェックシート
※コピーしてお使いください。

機種名：12PNC-W2・B2 15PNC-W2・B2
1. 障害内容
Ⅰ. 障害発生日：

年

月

日

Ⅱ. 製造番号

Ⅲ. 故障内容を記入してください。

Ⅳ. 添付品がある場合記入願います。

2. 修理ご契約形態（該当する箇所に 印を付けてください。）
□年間契約修理

□未契約修理

□無償修理期間中（※保証書を添付してください）

3. 修理完了品送付先
会社名

：

住所

：〒

TEL

担当部門：

ご氏名

4. 修理費請求書送付先（未契約の場合のみ記入）
会社名

：

住所

：〒

TEL

担当部門：
5. 修理品受付窓口

ご氏名

元払いで送付お願いします。
営業時間

〒210-0011

8：30〜17：15（土日祭日を除く）

神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目6番3号
NECフィールディング株式会社
リペア本部 調達部 パネルコンピュータ修理窓口
TEL：044-245-8693
FAX：044-245-8476

宛て

NEC

パネルコンピュータシリーズ

12PNC-W2/B2
15PNC-W2/B2
ユーザーズガイド
2008 年

8月

初版

日

本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
TEL（03）3454-1111 （大代表）
落丁、乱丁はお取り替えいたします。
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日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

商標について
MicrosoftとWindows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporation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。
その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
Windows VistaはWindows Vista® Business operating systemの略称です。
Windows XPはWindows® XP Professional operating systemの略称です。
サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス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
ン受信機に接近して使用されると電波妨害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り
扱いをしてください。

高調波適合品
この装置は 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。
：JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性−第3-2部：限度値−高調波電流発生限度値（１相当たりの入力電流が
20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

海外でのご使用について
この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を
輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を
問わず一切の責任を免除させていただきます。

ご注意
（1）
（2）
（3）
（4）

本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、
お買い求めの販売店にご連絡ください。
（5） 運用した結果の影響については（4）項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
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