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1. 重要

1. 重要
この電子ユーザーズガイドは、Philipsモニ
タを使用するユーザーを対象にしていま
す。 モニタを使用する前に、本ユーザー
マニュアルをよくお読みください。 モニ
タの操作に関する重要な情報と注意が記
載されています。

Philips保証は、その操作指示に従い製品を
使用目的に沿って適切に取り扱い、購入
日、販売店名および製品のモデルと製造
番号が記載されたオリジナルインボイス
または現金領収書を提示した場合に適用
されます。

1.1 安全のための注意事項とメンテ
ナンス

 警告
本書で指定していない制御、調整または手
順を使用すると、感電、電気的障害、機械的
災害につながる可能性があります。
コンピュータのモニタを接続し使用している
ときは、これらの指示を読んで従ってくださ
い。

操作
モニターを直射日光やきわめて明るい
光にさらしたりせず、他の熱源から離れ
た位置に設置してください。 これらの
環境に長時間さらされると、モニタが変
色したり損傷する結果を招きます。
通気口に落下する可能性のある物体を
取り除き、モニタの電子機器の適切な冷
却を妨げないようにしてください。
キャビネットの通気口を塞がないでくだ
さい。
モニタの位置を定めているとき、電源プ
ラグとコンセントに容易に手が届くこと
を確認してください。
電源ケーブルやDC電源コードを取り外
すことでモニタの電源をオフにする場
合、6秒待ってから電源ケーブルやDC電
源コードを取り付けて通常操作を行って
ください。

常に、Philipsが提供する認可された電源
コードを使用してください。 電源コー
ドが不足している場合、最寄りのサービ
スセンターにご連絡ください。 (顧客ケ
ア消費者情報センターにお問い合わせ
ください)
操作中、モニタを強い振動や高い衝撃
条件にさらさないでください。
操作または輸送中、モニタを強く打った
り落としたりしないでください。

メンテナンス
モニタを損傷の可能性から保護するた
めに、LCDパネルに過剰な圧力をかけ
ないでください。 モニタを動かしてい
るとき、フレームをつかんで持ち上げま
す。LCDパネルに手や指を置いてモニタ
を持ち上げないでください。
長時間使用する予定がない場合、モニタ
のプラグを抜いてください。
わずかに湿らせた布で洗浄する必要が
ある場合、モニタのプラグを抜いてくだ
さい。 電源をオフにしているとき、画面
を乾いた布で拭くことができます。 ただ
し、アルコール、アンモニアベースの液体
などの有機溶剤を使用してモニタを洗
浄することは絶対におやめください。
感電や装置の永久的な損傷の原因とな
るため、モニタを埃、雨、水、湿気の多い
環境にさらさないでください。
モニタが濡れたら、できるだけ速やかに
乾いた布で拭いてください。 
モニタに異物や水が入ったら、直ちに電
源をオフにし、電源コードを抜いてくだ
さい。 それから、異物や水を取り除き、メ
ンテナンスセンターに送ってください。
熱、直射日光、極端な低温にさらされる
場所でモニタを保管したり、使用したり
しないでください。
モニタの最高のパフォーマンスを維持し
長く使用するために、次の温度および湿
度範囲に入る場所でモニタを使用してく
ださい。
温度: 0～40ºC
湿度: 20～80% RH
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1. 重要
重要: モニタの前を離れるときは、常に
スクリーンセーバーをオンにしてくださ
い。 モニタが変化しない静止コンテン
ツを表示している場合、常に定期的にス
クリーンリフレッシュアプリケーション
を起動してください。 長時間静止画像
を連続して表示すると、画面の「焼き付
き」、または「後イメージ」または「ゴー
スト像」の原因となります。 
「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト
像」はLCDパネル技術のよく知られた
現象です。 ほとんどの場合、電源をオ
フにすると「焼き付き」、「後イメージ」、
「ゴースト像」は時間とともに徐々に消
えます。

 警告
スクリーンセーバーや定期的スクリーンリフ
レッシュアプリケーションをアクティブにし
ないと、「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴース
ト像」症状はひどくなり、消えることも修理す
ることもできなくなります。 上で触れた損傷
は保証には含まれません。

修理
ケースカバーは専門の修理要員しか開
けることができません。
修理または統合でマニュアルが必要な
場合、最寄りのサービスセンターにお問
い合わせください。 (「消費者情報セン
ター」の章を参照してください) 
輸送情報については、「技術仕様」を参
照してください。 
直射日光下の車/トランクにモニタを放置
しないでください。

 注
モニタが正常に作動しない場合、または本
書に記載された操作指示に従っているとき
に手続き方法が分からない場合、修理スタッ
フにお問い合わせください。

1.2 表記の説明
次のサブセクションでは、本書で使用す
る表記法について説明します。 

注、注意、警告 
本書を通して、テキストのブロック kには
アイコンが付き、太字またはイタリック
体で印刷されています。 これらのブロッ
クには注、注意、警告が含まれます。 次
のように使用されます。

 注
このアイコンは重要な情報とヒントを示し、
コンピュータシステムをもっと有効に活用す
る助けとなるものです。

 注意
このアイコンは、ハードウェアの損傷の可能
性またはデータの損失を避ける方法に関す
る情報を示します。

 警告
このアイコンは負傷する可能性を示し、その
問題を避ける方法を示します。
警告には代わりの形式で表示され、アイコン
が付かない場合もあります。 このような場合、
警告を具体的に提示することが関連する規
制当局から義務づけられています。
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1. 重要

1.3 製品と梱包材料の廃棄

廃電気電子機器 -WEEE

Taking back/Recycling Information for 
Customers

http://www.philips.com/about/
sustainability/ourenvironmentalapproach/
productrecyclingservices/index.page



4

2. モニタをセットアップする

2. モニタをセットアップする

2.1 取り付け

 パッケージに含まれるもの
272G5

2014

使用产品前请阅读使用说明

保留备用

user s manual

電源 SmartKeypad USBケーブル

VGA * デュアルリンク DVI

* 地域によって異なります

 注
販売する国・地域により付属されるケーブル
が異なることがございます。ケーブル付属は
別紙のケーブル付属リストをご参照くださ
い。

 ベーススタンドの取り付け
1. モニタ面を下にして、滑らかな面に置き
ます。 画面にひっかき傷が付いたり損傷
したりしないように注意してください。

2. 両手でスタンドを持ちます。
(1)  VESAマウント部の掛け金がロック
されるまでゆっくりとスタンドを
取り付けます。

(2)  ベースをスタンドにそっと取り付
けます。

(3)  指を使ってベース下部にあるねじ
を締め付け、ベースをスタンドに
しっかり固定します。

1

32
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2. モニタをセットアップする
 PCに接続する

10

11

9
13

13

SmartKeypad

1

1

3 6

8

12

4

42

2

7

7

5

55
3

6

  SmartKeypad入力
  DisplayPort（ディスプレイポート）
    VGA入力
  DVI入力
   HDMIまたは MHL入力
 HDMI入力

7      HDMIオーディオ出力
8  Kensington盗難防止ロック
9  USBアップストリーム
10  USBダウンストリーム 
11  USB 高速充電器
12  ゼロパワースイッチ
13  AC電源入力

PCに接続する
1. 電源コードをモニタ背面にしっかり接続
します。

2. コンピュータの電源をオフにして、電源
ケーブルを抜きます。

3. モニタに信号ケーブルを、コンピュータ
背面のビデオコネクタに接続します。

4. コンピュータとモニタの電源コードを近
くのコンセントに差し込みます。

5. コンピュータとモニタの電源をオンにし
ます。 モニタに画像が表示されたら、取
り付けは完了です。

  SmartKeypadをモニタに接続する
SmartKeypadを、ディスプレイ背面の
SmartKeypadポートに接続します。

 注
1. SmartKeypadは Philips 272G5DJEBの機
能のため、他のデバイスには接続しない
でください。

2. 272G5DJEBディスプレイの背面にある
SmartKeypadポートは、SmartKeypad専用
です。

2.2 モニタを操作する

 製品を正面から見たところ

3

5 247 6

モニタのスイッチの ONと
OFFを切り替えます。 
OSDメニューにアクセスしま
す。 
OSDメニューを調整します。
SmartSize： ディスプレイ形式を
変更します。
信号入力ソースを変更します。 

前の OSDレベルに戻ります。 

SmartimageGAME : 6つのモー
ドから選択できます : FPS、
Racing(レーシング )、RTS、
Gamer1(ゲーマー 1)、
Gamer2(ゲーマー 2)、 
Off(オフ ) 
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2. モニタをセットアップする
 SmartKeypadの説明
のめり込むようなゲームをプレイしてい
ます。 画面から目を離さずにお気に入り
の設定に素早くアクセスする必要があり
ます。Philips SmartKeypadなら、それが可
能です。2種のプリセットボタンにより、
ゲーム用のお気に入りの設定をカスタマ
イズして保存することができます。 また、
メニューをコントロールして便利に OSD
に素早くアクセスし、さまざまな設定を
すぐに選択することもできます。

SmartimageGAME/ゲーマー1モード。

SmartimageGAME/ゲーマー2モード。

前の OSDレベルに戻ります。

OSDメニューを調整します。

OSDメニューにアクセス /OSD
調整を確定。

 注
ゲーマー 1/ゲーマー 2モードを設定するに
は、11ページの「SmartimageGAMEゲーマー 1/
ゲーマー 2モードのカスタマイズ」を参照し
てください。

 オンスクリーンディスプレイの説明

オンスクリーンディスプレイ (OSD)とは何で
すか ?
オンスクリーンディスプレイ (OSD)はす
べての Philips LCDモニタに装備されてい
ます。これにより、エンドユーザーはオ
ンスクリーンの指示ウィンドウを通して
直接画面パフォーマンスを調整したりモ
ニタの機能を選択したりできます。 分か
りやすいオンスクリーンディスプレイイ
ンターフェースは、以下のように示され
ます。

Audio

Color

icture

DVI

HDMI

MHL-HDMI

DisplayPort

Input

SmartSize

VGA

コントロールキーの基本および簡単な指
示
上に示した OSDで、モニタの前面ベゼル
の   ボタンを押してカーソルを動かし
たり、OKボタンを押して選択または変更
を確認できます。

OSDメニュー
以下は、オンスクリーンディスプレイの
構造の概観です。 後でさまざまな調整を
行いたいときに、これを参照として使用
できます。
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2. モニタをセットアップする
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Audio

SmartSize

Input

Brightness

Contrast

Sharpness

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

H.Position

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

Color Temperature

sRGB

User Define

Mute

Panel Size

1:1

Aspect

VGA

DVI

HDMI

MHL-HDMI

DisplayPort

SmartResponse

SmartContrast

Gamma

Over Scan

SmartFrame

Volume

English, Deutsch,  Italiano, 
, ,   do  

 Svenska, Suomi, 
, , ,  

0~100

0~100

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

0~100

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

5000K, 6500K, 7500K, 
8200K, 9300K,11500K

Red: 0~100

 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

17”[5:4], 19”[5:4], 19”W[16:10], 
22”W[16:10], 18.5”W[16:9], 
19.5”W[16:9], 21.5”W[16:9], 
23”W[16:9], 24”W[16:9], 27”W[16:9]

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off 

(On, Off), Size, Brightness,Contrast,
H.Position,V.Position

On, Off

 解像度通知
このモニタは、そのネーティブ解像度
1920 × 1080 @ 60Hzで最適パフォーマン
スを発揮するように設計されています。 
モニタが異なる解像度で作動していると
き、画面に警報が表示されます。Use 1920 
× 1080 @ 60Hz for best results(最高の結果
を得るには、1920 × 1080 @ 60 Hzを使用
してください )。

ネーティブ解像度警報の表示は、OSD(オ
ンスクリーンディスプレイ )メニューの
Setup(セットアップ )からオフに切り替え
ることができます。

 物理的機能

傾き

スイベル

 高さ調節

150mm
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2. モニタをセットアップする

ピボット

90

0

2.3 VESA取り付け用にベースアセン
ブリの取りはずし

破損や負傷を防ぐため、モニタベースの
取り外しを始める前に下記の指示に従っ
てください。

1. モニタ面を下にして、滑らかな面に置き
ます。 画面にひっかき傷が付いたり損傷
したりしないように注意してください。

2. リリースボタンを押したまま、ベースを
傾けて、スライドしてはずします。

 注 
このモニタは 100mm x 100mmのマウントイ
ンターフェースを使用することができます。

100mm

100mm
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2. モニタをセットアップする

2.4 MHL (モバイルハイディフィニシ
ョンリンク)の概要

 これは何ですか ?

モバイルハイディフィニションリンク (MHL)
は携帯電話やその他のポータブルデバイス
をハイディフィニションディスプレイに直接
接続するためのモバイルオーディオ /ビデ
オインターフェースです。

オプションの MHLケーブルにより、MHL対
応のモバイルデバイスをこの大型 Philips 
MHLディスプレイに簡単に接続し、フルデジ
タルサウンドと共に HDビデオを見ることが
できます。 この大型画面でモバイルゲーム、
写真、動画、その他のアプリを楽しむことが
できるだけでなく、同時にモバイルデバイス
を充電することもできるため途中で充電切
れになることはありません。 

  MHL機能はどのように使用するのです
か ?

MHL機能を使用するには、MHL認定のモバ
イルデバイスが必要です。 MHL認定デバイ
スのリストを見つけるには、公式 MHL Web
サイト (http://www.mhlconsortium.org)にアク
セスしてください

この機能を使用するには、オプションの MHL
認定の特殊ケーブルも必要です。

  これは、どのように作動するのですか ?  
(どのように接続すればいいのですか ?)

オプションの MHLケーブルをモバイルデ
バイス側のミニ USBポートに接続し、[MHL-
HDMI]とマークされたポートをモニタ側に
接続します。 これで大型の画面ディスプレイ
に画像を表示して、モバイルデバイスでイン
ターネットサーフィン、ゲームプレー、写真閲
覧などの、すべての機能を操作できるように
なりました。モニタにスピーカー機能が搭載
されている場合、添付のサウンドも聴くこと
ができます。 MHLケーブルが切断されたり、
モバイルデバイスがオフになったりすると、
MHL機能は自動的に無効になります。 

MHL-HDMI

MHL

 注 
1. [MHL-HDMI]とマークされたポートは、

MHLケーブルが使用されているときに
MHL機能をサポートする、モニタで唯一
のポートです。 MHL認定ケーブルは、標
準の HDMIケーブルとは異なります。

2. MHL認定のモバイルデバイスは、別途
購入する必要があります。

3. 他のデバイスがすでに作動中で使用可
能な入力に接続されている場合、モニタ
をアクティブにするにはモニタをMHL-
HDMIモードに手動で切り替える必要が
あります。

4. ErPのスタンバイ /オフ省エネは、 
MHL充電機能には対応していません。

5. MHL認定を受けたオプションのモバイ
ルデバイスおよび MHLケーブルが必要
となります。 （別売り）互換性については
MHLデバイス販売店にお問い合わせく
ださい。
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3. 画像最適化
2.   を連続して押し、FPS、Racing(レーシ
ング)、RTS、Gamer1(ゲーマー1)、 
Gamer2(ゲーマー2)、Off(オフ)の間で
切り替えます。

3. 画面上にSmartImageGAMEが5秒間表示さ
れます。または「OK」を押して確認するこ
ともできます。

次の 6つのモードを選択できます : FPS、
Racing(レーシング )、RTS、Gamer1(ゲー
マー 1)、Gamer2(ゲーマー 2)、Off(オフ )

Racing

RTS

Gamer 1

Gamer 2

Off

SmartImage GAME

FPS： FPS（一人称シューティング）ゲーム
用です。 ブラックレベルを詳細に表現し
てダークなテーマのゲーム画面を向上
します。
Racing(レーシング)： レーシングゲーム用
です。 最高速応答時間と高い彩度を提
供します。
RTS： RTS（リアルタイムストラテジー）ゲ
ーム用です。ユーザー選択の部分を強
調表示することができます。（SmartFrame
使用） 強調表示部分の画質を調整でき
ます。
Gamer 1(ゲーマー1)： ユーザーの好み
の設定をゲーマー1として保存できます。
Gamer 2(ゲーマー2)： ユーザーの好み
の設定をゲーマー2として保存できます。
Off(オフ): SmartImageGAMEによる最適化は
されません。

3. 画像最適化

3.1 SmartImageGAME

 これは何ですか ?
SmartImageGAMEはさまざまな種類のゲーム
コンテンツ用のディスプレイを最適化す
るようにプリセットされており、輝度、
コントラスト、色、シャープネスをリア
ルタイムでダイナミックに調整します。 
Philips SmartImageGAMEは、最適化されたゲ
ーミングパフォーマンスをお届けします。 

 必要な理由は ? 
お気に入りのタイプのゲーミングコンテ
ンツをすべて最適化された状態で表示
できるモニタが求められるからです。
SmartImageGAMEソフトウェアは輝度、コン
トラスト、色、シャープネスをリアルタ
イムでダイナミックに調整し、モニタの
視聴体験を向上します。

 これは、どのように作動するのですか ? 
SmartImageGAMEは画面に表示されたゲーミ
ングコンテンツを分析する Philips独自の最
先端技術です。 SmartImageGAMEは選択したシ
ナリオに基づき画像のコントラスト、彩度、シ
ャープネスをダイナミックに強化、コンテン
ツの表示を向上します。これをたった 1つの
ボタンを押すだけで、すべてリアルタイムで
実行します。

 SmartImageGAMEを有効にするには ?

1.  を押して画面上にSmartImageGAMEを
起動します。
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3. 画像最適化
  SmartimageGAMEゲーマー 1/ゲーマー 2
モードをカスタマイズする。

お好みの設定を作成し、選択することが
できます。

1. はじめに、ゲーマー1あるいはゲーマー
2を選択します。 これには2つの方法が
あります。
SmartKeypadの「 」または「 」のアイコ
ンをクリックすると、SmartimageGAMEがポ
ップアップ表示され、選択したゲーマー1
またはゲーマー2の設定を保持します。
SmartimageGAME  を押し、「  」を押し
続けて前面ベゼルからホットキーを選
択します。

2. SmartKeypadの「OK」をクリックするか、
または前面ベゼルのホットキーを押し
ます。 

3. SmartKeypadの  をクリックするか、また
は前面ベゼルのホットキー  を押して
OSDメニューに移動し、お好みのモード
を調整します。 調整を終了すると、お好
みのモード設定は完了し、OSDメニュー
を終了した際に自動的に保存されます。 

 注
ゲーマーモードのカスタマイズ項目は次の
とおりです：

画像
1. 輝度
2. コントラスト
3. シャープネス
4. SmartResponse
5. SmartContrast

6. SmartFrame
7. オーバースキャン（HDMIソースのみ）

SmartSize
1. パネルサイズ
2. 1:1
3. アスペクト比

オーディオ
1. 音量
2. 消音
3. オーディオソース

色
1. 色温度
2. sRGB 
3. ユーザー定義
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3. 画像最適化

3.2 SmartContrast

 これは何ですか ? 
表示されたコンテンツをダイナミックに
分析したり、モニタのコントラスト比を
自動的に最適化して映像の明瞭さを最大
限に高めたり、バックライトを強化する
ことでクリアで、くっきりした、明るい
画像を実現したり、バックライトを薄暗
くすることで暗い背景で画像をクリアに
表示したりする独特な技術です。 

 必要な理由は ? 
あなたはどのような種類のコンテンツに
対しても、きわめて明瞭な映像が表示さ
れ快適な状態で鑑賞できることを求めて
います。 SmartContrastはコントラストを
ダイナミックに制御しバックライトを調
整してクリアで、くっきりした、明るい
ゲームとビデオ画像を実現したり、オフ
ィス作業にはクリアで、読みやすいテキ
ストを表示します。 モニタの消費電力を
抑えることで、エネルギーコストを節約
し、モニタの寿命を延ばすとができます。 

 これは、どのように作動するのですか ? 
SmartContrastをアクティブにするとき、
表示しているコンテンツをリアルタイム
で分析して色を調整しバックライト強度
を制御します。 この機能はビデオを表示
したりゲームをプレーしているとき、コ
ントラストをダイナミックに強化して素
晴らしいエンタテインメント体験を体験
できるようにします。
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4技術仕様

4. 技術仕様
画像 /ディスプレイ
モニタパネルの種類 TN LCD
バックライト LED 
パネルサイズ 27"幅 (68.6cm)
縦横比 16:9
画素ピッチ 0.31 x 0.31 mm
輝度 300 cd/m² 
SmartContrast 80,000,000:1 
コントラスト比 (標準 ) 1000:1
応答時間 (標準 ) 5ミリ秒
SmartResponse 1ミリ秒
最大解像度 1920 x 1080 @ 144Hz（デュアルリンク DVI/DP）
最適解像度 1920 x 1080 @ 120Hz（デュアルリンク DVI/DP）

標準解像度 1920 x 1080 @ 60Hz（VGA、HDMI、デュアルリンク
DVI、DP）

表示角度 170º (H) / 160º (V) @ C/R > 10
画像強調 SmartImageGAME

表示色 1670万
垂直リフレッシュレート 56Hz - 144Hz 
水平周波数 30kHz - 144kHz
sRGB あり
接続性

信号入力

VGA（アナログ）、デュアルリンク DVI(デジタル、
HDCP)、USB 3.0 x4、SmartKeypadポート、HDMI(デジタ
ル、HDCP)、MHL-HDMI(デジタル、HDCP)、ディスプ
レイポート

オーディオイン /アウト HDMIオーディオアウト
入力信号 セパレート同期、緑で同期

便宜
SmartKeypad        
ユーザーの便宜

OSD言語

英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、
ロシア語、簡体字中国語、ポルトガル語、トルコ語、オ
ランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーラン
ド語、チェコ語、韓国語、日本語、ハンガリー語、ウク
ライナ語、ブラジルポルトガル語、ギリシャ語、繁体字
中国語 

その他の便宜 Kensingtonロック
プラグアンドプレイ互換性 DDC/CI、sRGB、Windows 8.1/8/7、Mac OSX
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4. 技術仕様

スタンド
傾き -5º / +20º 
スイベル -65/+65
高さ調節 150 mm
ピボット 90度
電源
オンモード 33.52W(標準 )、63.84W(最大 )
スリープ (標準 ) 0.5W
オフ (標準 ) 0.3W
電源 LEDインジケータ オンモード : 白、スタンバイ /スリープモード : 白 (点滅 )
電源装置 100-240VAC、50-60Hz
寸法
製品 (スタンド付き )  
(幅 x高さ x奥行き ) 639 x 580 x 242 mm

製品 (スタンドなし )  
(幅 x高さ x奥行き ) 639 x 405 x 64 mm

重量
製品 (スタンド付き ) 7.5 kg
製品 (スタンドなし ) 5.1 kg
製品 (梱包付き ) 10.35 kg
操作条件
温度範囲 (操作時 ) 0ºC～ 40ºC
温度範囲 (非操作時 ) -20ºC～ 60ºC 
相対湿度 20%～ 80%
MTBF 30,000時間 
環境
ROHS あり
EPEAT シルバー (www.epeat.net)
梱包 100%リサイクル可能
特定物質 100% PVC BFRを含まない筐体
エネルギースター あり
準拠と基準

規制認可 CEマーク、FCCクラス B、CU-EAC、SEMKO、TCO認証、
ETL、GS、ERGO、UKraine、BSMI、C-TICK、EPA6.0、PSB

キャビネット
色 ブラック
仕上げ テクスチャ 

 注 
1. EPEATゴールドまたはシルバーは、Philipsが製品を登録している場合のみ有効です。 お
住まいの国の登録状況については、www.epeat.netにアクセスしてください。

2. このデータは事前の通知なしに変更することがあります。 パンフレットの最新バージ
ョンをダウンロードするには、www.philips.com/support にアクセスしてください。
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4技術仕様

4.1 解像度とプリセットモード

 最大解像度： 1920 x 1080 @ 144Hz（デュアルリンク DVI/DP） 
 最適解像度： 1920 x 1080 @ 120Hz（デュアルリンク DVI/DP）
 標準解像度： 1920 x 1080 @ 60Hz（VGA、HDMI、デュアルリンク DVI、DP）

水平周波数
(kHz) 解像度 垂直周波数

(Hz)
31.47 720x400 70.09
31.47 640x480 59.94
35.00 640x480 66.67
37.86 640x480 72.81
37.50 640x480 75.00
60.94 640x480 119.72
37.88 800x600 60.32
46.88 800x600 75.00
76.30 800x600 119.97
48.36 1024x768 60.00
60.02 1024x768 75.03
97.55 1024x768 119.99
63.89 1280x1024 60.02
79.98 1280x1024 75.03
55.94 1440x900 59.89
70.64 1440x900 74.98
65.29 1680x1050 59.95
67.50 1920x1080 60.00
137.26 1920x1080 119.98
158.11 1920x1080 144.00

 注 
1. Philipsディスプレイはデュアルリンク DVIコネクタ使用の場合のみ、最大で 144Hzのリ
フレッシュレートを実現します。 

 ご使用のグラフィックカードが 144Hzリフレッシュレートに対応し、最新のドライバ
に更新されているよう確認してください。

2. 144Hz性能についてのご質問は、カードベンダーまで直接お問い合わせください。



16

5. 電源管理

5. 電源管理
PCに VESA DPM準拠のディスプレイカー
ドを取り付けているか、またはソフトウ
ェアをインストールしている場合、モニ
タは使用していないときにその消費電力
を自動的に抑えることができます。 キー
ボード、マウスまたはその他の入力デバ
イスからの入力が検出されると、モニタ
は自動的に「呼び起こされます」。 次の
表には、この自動省電力機能の電力消費
と信号が示されています。 

電源管理の定義
VESA 
モード 

Video 
(ビデオ ) 

水平
同期 

垂直
同期 使用電力 LED色 

アクティ
ブ オン あり あり 33.52W(標準 )、

63.84W(最大 ) 白

スリープ オフ なし なし 0.5 W (標準 ) 白 
(点滅 ) 

スイッチ
オフ オフ - - 0.3 W (標準 ) オフ

次のセットアップは、このモニタの消費
電力を測定するために使用されます。

ネーティブ解像度: 1920 x 1080
コントラスト: 50%
輝度: 300 nits
色温度 6500k(完全な白パターンの場合)

 注
このデータは事前の通知なしに変更するこ
とがあります。
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6. 規制情報

6. 規制情報
Lead-free Product

Congratulations!

Corporate Social Responsibility

Environmental Management System

Minimization of Hazardous Substances

Design for Recycling

Product Lifetime, Product Take Back

Packaging

Ergonomic, User-centered design

Electrical Safety, minimal electro-magnetic 
Emissions
Third Party Testing 

For more information, please visit 
www.tcodevelopment.com 
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6. 規制情報
 EPEAT CE Declaration of Conformity
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6. 規制情報

Energy Star Declaration

®

®

Note

Federal Communications Commission (FCC) 
Notice (U.S. Only) FCC Declaration of Conformity

United States Only

Commission Federale de la Communication 
(FCC Declaration)
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6. 規制情報
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

Notice
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6. 規制情報
North Europe (Nordic Countries) Information

VARNING:

ADVARSEL: 

VAROITUS: 

ADVARSEL:

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
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6. 規制情報
China RoHS 

RoHS 

 
Pb Hg Cd

Cr(VI) PBB PBDE

×
* ×

×
/ ×

EU Energy Label

Note



23

6. 規制情報
Restriction on Hazardous Substances 
statement (India)

E-Waste Declaration for India
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6. 規制情報
Information for U.K. only

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE 
EARTHED.

Important:

NOTE: 

(A)

(B)

How to connect a plug
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7. 顧客ケアと保証

7. 顧客ケアと保証

7.1 Philipsのフラットパネルモニタ画
素欠陥ポリシー

Philipsは最高品質の製品を提供するために
懸命に努力してます。 当社は、業界でも
っとも進んだ製造プロセスと可能な限りも
っとも厳しい品質管理を使用しています。 
しかしながら、フラットパネルモニタで使
用される TFTモニタパネルの画素またはサ
ブ画素に欠陥が生じるのはやむを得ない場
合があります。 すべてのパネルに画素欠
陥がないことを保証できるメーカーはあり
ませんが、Philipsでは保証期間中であれば、
受け入れられない数の欠陥があるモニタを
修理または交換することを保証します。 
この通知はさまざまな種類の画素欠陥を説
明し、それぞれの種類について受け入れら
れる欠陥レベルを定義するものです。 保
証期間中の修理または交換の資格を取得す
るには、TFTモニタパネルの画素欠陥数が
これらの受け入れられるレベルを超えてい
る必要があります。 例えば、モニタのサ
ブ画素の 0.0004%を超えただけで欠陥とな
ります。 さらに、Philipsは特定の種類また
は組み合わせの画素欠陥については、他社
より顕著に高い品質基準を設けています。 
このポリシーは全世界で有効です。

サブ画素

画素

画素とサブ画素 
画素、または画像要素は赤、緑、青の原色
の 3つのサブ画素で構成されています。 
多くの画素が集まって画像を形成します。 
画素のすべてのサブ画素が明るいと、3つ
の色の付いたサブ画素が 1つの白い画素と
して一緒に表示されます。 すべての画素
が暗くなると、3つの色の付いたサブ画素
は 1つの黒い画素として集まって表示され
ます。 点灯するサブ画素と暗いサブ画素

のその他の組み合わせは、他の色の 1つ
の画素として表示されます。

画素欠陥の種類 
画素とサブ画素の欠陥は、さまざまな方
法で画面に表示されます。 画素欠陥には
2つのカテゴリーがあり、各カテゴリーに
はいくつかの種類のサブ画素欠陥があり
ます。 

明るいドット欠陥
明るいドット欠陥は、常時点灯または「オ
ン」になっている画素またはサブ画素と
して表されます。 つまり、明るいドット
はモニタが暗いパターンを表示するとき
画面で目に付くサブ画素です。 以下に、
明るいドット欠陥の種類を紹介します。

1つの点灯する赤、緑または青いサブ画素。

2つの隣接する点灯サブ画素 :
- 赤 + 青 = 紫
-  赤 + 緑 = 黄
-  緑 + 青 = 青緑 (ライトブルー )

3つの隣接する点灯サブ画素 (1つの白い
画素 )。



26

7. 顧客ケアと保証

 注
緑の明るいドットが近接したドットより
30パーセント以上明るい場合、赤または
青の明るいドットは近接するドットより
50パーセント以上明るくなっている必要
があります。

黒いドット欠陥 
黒いドット欠陥は、常に暗いかまたは「オ
フ」になっている画素またはサブ画素と
して表されます。 つまり、暗いドットは
モニタが明るいパターンを表示するとき
画面で目に付くサブ画素です。 以下に、
黒いドット欠陥の種類を紹介します。

画素欠陥の近接 
互いに近くにある同じ種類の画素とサブ
画素欠陥はとても目立つため、Philipsでは
画素欠陥の近接の許容範囲についても指
定しています。

画素欠陥の許容範囲
保証期間中に画素欠陥による修理または
交換の資格を得るには、Philipsフラットパ
ネルモニタの TFTモニタパネルに、次の
表に一覧された許容範囲を超えた画素ま
たはサブ画素欠陥がある必要があります。

明るいドット欠陥 受け入れられるレベル
1つの明るいサブ画素 3
2つの隣接する点灯サブ画素 1
3つの隣接する点灯サブ画素 (1つの白い画素 ) 0
2つの明るいドット欠陥の間の距離 * >15mm
すべての種類の明るいドット欠陥の総数 3
黒いドット欠陥 受け入れられるレベル
1つの暗いサブ画素 5つ以下
2つの隣接する暗いサブ画素 2つ以下
3つの隣接する暗いサブ画素 0
2つの黒いドット欠陥の間の距離 * >15mm
すべての種類の黒いドット欠陥の総数 5つ以下
ドット欠陥の総数 受け入れられるレベル
すべての種類の明るいまたは黒いドット欠陥の総数 5つ以下

 注
1. 1つまたは 2つの隣接するサブ画素欠陥 = 1つのドット欠陥
2. このモニタは ISO9241-307準拠です (ISO9241-307: 電子式画像表示に対するエルゴノミック
要件、分析および準拠性テスト方法 )
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7.2 顧客ケアと保証
お客様の地域で有効な保証範囲の情報と追加サポート要件の詳細については、 
www.philips.com/support Webサイトにアクセスしてください。 以下に一覧した最寄りの
Philips顧客ケアセンターの番号にお問い合わせになることもできます。

西ヨーロッパ地域の連絡先情報 :
国 CSP ホットライン番号 価格 営業時間

€ 

€ 

€ 
€

€ 

€

€ 
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7. 顧客ケアと保証
中央および東ヨーロッパ地域の連絡先情報 :

国 コールセ
ンター CSP 顧客ケア番号

中国の連絡先情報 :
国 コールセンター 顧客ケア番号

北米の連絡先情報 :
国 コールセンター 顧客ケア番号
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7. 顧客ケアと保証
APMEA地域の連絡先情報 :
国 ASP 顧客ケア番号 営業時間 
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7. 顧客ケアと保証

フィリップスモニター
・サポートセンター
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8. トラブルシューティング & FAQ

8. トラブルシューティング& 
FAQ

8.1 トラブルシューティング
このページでは、ユーザーにより修正で
きる問題を扱っています。 これらのソリ
ューションを試みても問題が解決されな
い場合、Philips顧客サービス担当者にお問
い合わせください。

 よくある問題

写真が表示されない (電源 LEDが点灯し
ない )
電源コードがコンセントとモニタ背面
に差し込まれていることを確認してくだ
さい。 
まず、モニタ前面の電源ボタンがオフ位
置にあることを確認してから、オン位置
まで押します。

写真が表示されない (電源 LEDが白くな
っている )
コンピュータの電源がオンになっている
ことを確認してください。 
信号ケーブルがコンピュータに適切に
接続されていることを確認してください。 
モニタケーブルのコネクタ側に曲がった
ピンがないことを確認してください。 曲
がったピンがあれば、ケーブルを修理す
るか交換してください。 
省エネ機能がアクティブになっている可
能性があります

画面に次のようなメッセージが表示され
る

Attention

Check cable connection

モニタケーブルがコンピュータに適切に
接続されていることを確認してください。 

(また、クイックスタートガイドも参照して
ください)。 
モニタケーブルに曲がったピンがない
か確認してください。 
コンピュータの電源がオンになっている
ことを確認してください。 

AUTO(自動 )ボタンが機能しない
自動機能はVGA-Analog (VGAアナログ)
モードでのみ適用可能です。 結果が満
足のゆくものでない場合、OSDメニュ
ーを通して手動調整を行うことができ
ます。

 注
AUTO(自動 )機能は、DVI-Digital(DVIデジタ
ル )信号モードでは必要ないため適用され
ません。 

煙やスパークの明らかな兆候がある
いかなるトラブルシューティング手順の
行わないでください
安全のため、直ちに主電源からモニタの
接続を切ってください
直ちに、Philips顧客サービス担当者に連
絡してください。

 画像の問題

画像が中央に表示されない
OSDメインコントロールで「Auto(自動)」
機能を使用して、画像位置を調整してく
ださい。 
OSDメインコントロールでSetup(セット
アップ)のPhase/Clock(フェーズ/クロック)
を使用して、画像位置を調整してくださ
い。 これは、VGAモードでしか有効にな
りません。 

画像が画面で揺れる
信号ケーブルがグラフィックスボードや
PCにしっかり、適切に接続されているこ
とを確認してください。 

垂直フリッカが表示される
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8. トラブルシューティング & FAQ
OSDメインコントロールで「Auto(自動)」 
機能を使用して、画像を調整してくださ
い。
OSDメインコントロールでSetup(セット
アップ)のPhase/Clock(フェーズ/クロック)
を使用して、垂直バーを除去してくださ
い。 これは、VGAモードでしか有効にな
りません。

水平フリッカーが表示される

OSDメインコントロールで「Auto(自動)」 
機能を使用して、画像を調整してくださ
い。 
OSDメインコントロールでSetup(セット
アップ)のPhase/Clock(フェーズ/クロック)
を使用して、垂直バーを除去してくださ
い。 これは、VGAモードでしか有効にな
りません。

画像がぼやけたり、不明瞭に、または暗
く見える
オンスクリーンディスプレイでコントラス
トと輝度を調整してください。

電源がオフになった後でも、「後イメー
ジ」、「焼き付き」または「ゴースト像」
が残る。
長時間静止画像を連続して表示すると、
画面に「焼き付き」、「後イメージ」または
「ゴースト像」が表示される原因となり
ます。 「焼き付き」、「後イメージ」または「
ゴースト像」はLCDパネル技術ではよく
知られた現象です。 ほとんどの場合、電
源をオフにすると「焼き付き」、「後イメー
ジ」、「ゴースト像」は時間とともに徐々に
消えます。 
モニタの前を離れるときは、常にスクリ
ーンセーバーをオンにしてください。 
LCDモニタが変化しない静止コンテンツ
を表示している場合、常に定期的にスク
リーンリフレッシュアプリケーションを起
動してください。

スクリーンセーバーや定期的スクリーン
リフレッシュアプリケーションをアクテ
ィブにしないと、「焼き付き」、「後イメー
ジ」、「ゴースト像」症状はひどくなり、消
えることも修理することもできなくなり
ます。 上で触れた損傷は保証には含ま
れません。

画像が歪んで表示される。 テキストが不
鮮明である、またはぼやけて見える。 

PCのディスプレイ解像度をモニタの推
奨される画面のネーティブ解像度と同じ
モードに設定してください。

緑、赤、青、暗い、白いドットが画面に
表示される
ドットが消えずに残るのは今日の技術
で使用される液晶の通常の特性です。詳
細については、画素ポリシーを参照して
ください。

「電源オン」ライトが強すぎて、邪魔に
なる 

OSDのメインコントロールの電源LEDセ
ットアップを使用して、「電源オン」ライト
を調整できます。

詳細については、消費者情報センターの
リストを参照し、Philips顧客サービス担当
者にお問い合わせください。

8.2 一般FAQ

Q1:  モニタを取り付けるとき、画面に
「Cannot  display  this  video  mode(こ
のビデオモードを表示できません )」と
いうメッセージが表示された場合、ど
うすればいいのですか ?

答え：  このモニタの推奨される解像度 : 
1920x1080 @ 60Hz。

すべてのケーブルを抜き、PCを以前使用
していたモニタに接続します。 
WindowsのStart(スタート)メニュー
で、Settings/Control Panel(設定/コントロ
ールパネル)を選択します。 コントロー
ルパネルウィンドウで、画面アイコンを
選択します。 Display(画面)のコントロー
ルパネル内部で、「Settings(設定)」タブを
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選択します。 設定タブの下の「Desktop 
Area(デスクトップ領域)」とラベルされた
ボックスで、スライダを「1920 x 1080ピク
セル」に動かします。
「Advanced Properties」(詳細プロパティ)
を開き、Refresh Rate(リフレッシュレート)
を60 Hzに設定し、OKをクリックします。 
コンピュータを再起動し、2と3の手順を
繰り返してPCが1920 x 1080 @ 60Hzに設
定されていることを確認します。 
コンピュータを停止し、古いモニタを取
り外し、Philips LCDモニタを再接続しま
す。 
モニタの電源をオンにしてから、PCの電
源をオンにします。

Q2:  LCDモニタの推奨されるリフレッシュ
レートは何ですか ?

答え：  LCDモニタの推奨されるリフレッシュ
レートは 60Hzです。画面が乱れた場
合、75Hzまで設定して乱れが消えるこ
とを確認できます。 

Q3:  CD-ROMの .infと .icmファイルは何
のためのものですか ? ドライバ (.inf
と .icm)はどのようにインストールでき
ますか ?

答え：  これらは、モニタ用のドライバファイ
ルです。 ユーザーマニュアルの指示
に従って、ドライバをインストールして
ください。 モニタを初めてインストー
ルするとき、モニタドライバ (.infと .icm
ファイル )またはドライバディスクを
求められます。 指示に従って、このパ
ッケージに含まれる (付属 CD-ROM)
を挿入してください。 モニタドライバ
(.infと .icmファイル )は、自動的にイ
ンストールされます。

Q4:  解像度はどのように調整すればいい
のですか ?

答え：  ビデオカード /グラフィックドライバ
とモニタは使用可能な解像度を一緒
に決定します。 Windows®のコントロ
ールパネルの「Display properties（画
面のプロパティ）」でお好みの解像度
を選択することができます。

Q5:  OSDを通してモニタを調整していると
きに忘れた場合、どうなりますか ?

答え：  OKボタンを押し、「Reset（リセット）」
を選択してすべてを工場出荷時設定
に戻します。

Q6:  LCD画面はきっかき傷への耐性があ
りますか ?

答え：  一般に、パネル面に過度の衝撃を与
えず、鋭いまたは先の尖た物体から
保護するようにお勧めします。 モニタ
を取り扱っているとき、パネルの表面
に圧力や力がかかっていないことを
確認してください。 保証条件に影響
が及ぶ可能性があります。

Q7:  LCD表面はどのようにして洗浄すれば
いいのですか ?

答え：  通常洗浄の場合、きれいで、柔らかい
布を使用してください。 徹底的に洗
浄する場合、イソプロピルアルコール
を使用してください。 エチルアルコー
ル、エタノール、アセトン、ヘキサンな
どの溶剤を使用しないでください。 

Q8:  モニタの色設定を変更できますか ?
答え：  はい、OSDコントロールを介して、次

の手順で色設定を変更できます。
「OK」を押してOSD(オンスクリーンディ
スプレイ)メニューを表示します
「下矢印」を押してオプション「Color(
色)」を選択し、「OK」を押して色設定に
入ります。以下のように、3つの設定があ
ります。
1. Color Temperature(色温度 )：6500K
レンジに設定すると、パネルは "暖
かな、赤－白カラートーン "で表示
され、9300Kでは "クールな、青－
白トーン "で表示されます。 

2. sRGB：これは異なる機器（デジタ
ルカメラ、モニタ、プリンタ、ス
キャナーなど）の間で色を正しく
交換するための標準設定です。

3. ユーザー定義 )：ユー
ザーは、赤、緑、青を調整するこ



34

8. トラブルシューティング & FAQ
とで、お好みの色設定を選択する
ことができます。

 注
加熱されている間、物体によって放射された
光の色の測定。 この測定は、絶対温度目盛り
(ケルビン度 )によって表されます。 2004K
など低いケルビン温度は赤で、9300Kなどの
高い温度は青です。 6504Kでの中間温度は、
白です。

Q9:  LCDモニタを PC、ワークステーション、
Macに接続できますか ?

答え：  はい、できます。 すべての Philips LCD
モニタは、標準の PC、Mac、ワークス
テーションに完全に対応しています。 
Macシステムにモニタを接続するに
は、ケーブルアダプタが必要です。 詳
細については、Philips販売担当者にお
尋ねください。 

Q10:  Philips LCDモニタはプラグアンドプレ
イ対応ですか ?

答え：  はい。モニタは、Windows 8.1/8/7、Mac 
OSXとプラグアンドプレイ互換です。 

Q11:  LCDパネルの画像固着、または画像
焼き付き、後イメージ、ゴースト像とは
何ですか ? 

答え：  長時間静止画像を連続して表示する
と、画面に「焼き付き」、「後イメージ」
または「ゴースト像」が表示される原
因となります。 「焼き付き」、「後イメー
ジ」または「ゴースト像」は LCDパネ
ル技術ではよく知られた現象です。 ほ
とんどの場合、電源をオフにすると「焼
き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」
は時間とともに徐々に消えます。 
モニターを使用しない間は、常にモー
ション型のスクリーンセーバープログ
ラムを有効にしておいてください。 
で変化のない静止コンテンツを表示
する場合は、定期的画面更新アプリケ
ーションを常に有効にしておいてくだ
さい。

 警告
ひどい「焼き付き」または「後イメージ」また
は「ゴースト像」症状は消えずにのこ k

り、修理することはできません。 上で触
れた損傷は保証には含まれません。

Q12:  私のディスプレイがシャープなテキス
トを表示せず、ぎざぎざのある文字
を表示するのはなぜですか ?

答え：  お使いの LCDモニタは 1920 x 1080 
@ 60Hzのネーティブ解像度で最高の
機能を発揮します。 もっとも望ましい
画像を表示するには、この解像度を
使用してください。 

8.3 MHL  FAQ

Q1:  モニタ画面にモバイルデバイスの画
像が表示されません

答え：
モバイルデバイスがMHL認定をうけて
いるか、確認してください。
MHL認定ケーブルを使用して、デバイス
に接続する必要もあります。 
MHL-HDMIポートに接続しており、入力
セレクタ(前面ベゼルまたはOSD)を通し
てモニタで正しい入力が選択されている
ことを確認してください。
製品は公式にMHL認定をうけています。 
このモニタはパッシブディスプレイであ
るため、MHL入力を使用しているときに
予期せぬトラブルが発生したら、モバイ
ルデバイスのユーザーマニュアルを参
照するか、モバイルデバイスのメーカー
にお問い合わせください。

Attention

No video input(MHL-HDMI)

お使いのモバイルデバイスがスタンバ
イ(スリープ)モードに入っていないこと
を確認してください。 スタンバイモード
に入っている場合、ディスプレイに通知
メッセージが表示されます。 モバイルデ
バイスが呼び起こされたら、モニタのデ
ィスプレイが呼び起こされ画像が表示
されます。 その間に、他のデバイスを使
用したり接続していた場合、正しい入力
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が選択されていることを確認する必要が
あります。 

Q2.  モニタディスプレイに、粗い画像が表
示されるのはなぜですか ? モバイルデ
バイスの方がずっとくっきりした画像
を表示します。 

答え：
MHL基準は入出力に対し、固定した
1080p@30hzを定義しています。 このモニ
タは、この基準に準拠しています。 
画像品質は、オリジナルコンテンツの品
質に依存します。 コンテンツは高解像
度である場合(例えば、HDまたは1080p)
、このモニタディスプレイにHDまたは
1080pで表示されます。 オリジナルのコ
ンテンツが低解像度である場合(例え
ば、QVGA)、モバイルデバイスでは画面
サイズが小さいため画像がよく見えるこ
とがありますが、大画面のモニタディス
プレイでは低い画像品質になります。

Q3.  モニタディスプレイから音声が聞こえ
ません。 

答え：
モニタディスプレイにスピーカーが組み
込まれモニタ側とモバイルデバイス側
で音量がオンになっていることを確認し
ます。 オプションのヘッドフォンを使用
する必要もあります。
モニタディスプレイにスピーカーが組み
込まれていない場合、オプションのヘッ
ドフォンをモニタの出力に接続できま
す。 モニタ側、およびモバイルデバイス
側で音量がオンになっていることを確認
してください。

詳細または FAQについては、MHLの公式
Webサイト : 

http://www.mhlconsortium.org  
にアクセスしてください。

8.4 ゲーミングよくあるご質問（FAQ）

1. 3D画像を表示できますか？
答え：  いいえ。これは 3Dモニタではありま

せん。

2.  このモニタを 3Dモニタにアップグレ
ードできますか？

答え：  いいえ。このモニタは 3D技術にアッ
プグレードすることはできません。

3.  144Hzリフレッシュレートに対応する
には、特別なビデオカードが必要で
すか？

答え：  はい。ご使用のグラフィックカードが
144Hzリフレッシュレート対応のデュ
アルリンクDVI性能を備え、最新のド
ライバに更新されている必要があり
ます。 ご使用のカードベンダーまで直
接お問い合わせください。

4.  使用している DVIケーブル /VGAカ
ードを使用して 144Hzリフレッシュ
レートを表示できません。

答え：  デュアルリンクDMIカードとその該
当するケーブルを使用しているか確
認してください。 標準 DVIカードでは
144Hz画像を表示することはできま
せん。

5.  SmartKeypadの  のマークは何を
意味しているのですか？

答え：  プリセットボタン、ゲーマー 1、ゲーマ
ー 2モードです。 ゲーム用のお気に
入りの設定をカスタマイズして、保存
することができます。 

6.  ゲーマー 1とゲーマー 2モードはどう
やってカスタマイズするのですか？

答え：  11ページの「SmartImage GAMEゲー
マー 1/ゲーマー 2モードのカスタマ
イズ」を参照してください。
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7.  外付け USBデバイスを SmartKeypad 

mini USBポートと接続することがで
きません。

答え：  背面の SmartKeypadポートは
SmartKeypad専用です。 他のデバイス
を接続することはできません。

8.  SmartKeypadを他のディスプレイや
機器に接続することはできますか？

答え：  いいえ。SmartKeypadは Philipsディス
プレイでのみ使用可能です。 
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