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Copyright © 2013 Elo Touch Solutions, Inc. 無断複写・転載を禁じます。 

事前に Elo Touch Solutions, Inc.社の許可書を取得しないで、本書のいかなる

部分を電子、磁気、光学、化学、手動などで複製、送信、転写、情報検索シ

ステムに記録、あるいはいかなる言語あるいはコンピュータ言語などへの翻

訳などいかなる形態あるいはいかなる方法でも禁止されています（但し、必

ずしもこれらに限定されません）。 

 

責任放棄声明 

この文書に記載された情報は、予告なしに変更されることがあります。Elo Touch 

Solutions, Inc. 及Elo Touch Solutionsでは本書の内容に関して明言あるいは保証、特

に、特定目的の暗黙の商品性あるいは適切性の保証はしません。Elo Touch Solutions

は時折本書記載内容を改訂あるいは変更する権利を有しており、その際、Elo Touch 

Solutionsはそのような改定あるいは変更に関する通知をする責任はありません。 

 

  

登録商標承認  

AccuTouch、Elo Touch Solutions Inc.、Elo TouchSystems （ロゴ）、Elo、

IntelliTouch、iTouch、Elo Touch Solutions Inc. 、 Elo Touch Solutions、およ

び Elo Touch Solutions （ロゴ）は商標です。 Windowsは Microsoft Corporation

の商標です。 本書記載のその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

TEは当社の商標以外全く関心はありません。 
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警告および注意事項 
 
 

警告事項 
 

• 危険 – 爆発の危険。可燃性麻酔薬など可燃物がある場所では使用しないでく

ださい。 

• 火災や感電の危険を防ぐために、ユニットを水に浸したり雨にあたる場所

や湿気のある場所に置かないでください。 

• 電源コードのプロングを完全に挿入できない場合は、延長コードレセプタクル

などほかのコンセントとユニットを使わないでください。 

• 感電の危険 - 開けないでください。感電の危険を減らすために、装置の裏面

を外したり筐体を開けたりしないでください。ユーザーが修理できる部分は

ありません。資格のあるフィールドサービスエンジニアだけに修理を依頼し

てください。 

• ユニット内の絶縁されていない電圧は感電するには十分な大きさです。 

• 本装置は電磁放射線および電磁波耐性基準を順守しており、41ページと45ペ

ージに記載の規制に制限されています。その他の装置は医療装置規格に記載

の電磁放射線レベルに耐えるように設計されていません。定格実行能力を超

える状況で装置を使用した場合、基準を超えて放射するかもしれません。本

装置が電磁気などの妨害を発生すると判断した場合、問題の原因が分かって

解決されるまで電源を切断してください。本装置が電磁気などの妨害によっ

て正しく機能しないと判断した場合、問題の原因が分かって解決されるまで

電源を切断してください。 

• Elo Touch Solutionsでは、耐用年数が過ぎたら（あるいは、修理不可能な損傷

の後）タッチコンピュータとその電力供給装置を環境的に健全な方法で破棄す

ることを推奨しています。承諾可能な方法として、部品あるいは製品全体の再

利用、および製品、コンポーネント、用具のリサイクルなどがあります。連邦

法、州法、地方法および電子装置の安全な廃棄を管理する条例を順守してくだ

さい。 

                    •  製造者の許可無しに、本装置を修正しないでください。 

 

本製品は水銀を含む装置で構成されていますので、地方法、州法、あるいは連邦

法に従って破棄しなければなりません。 
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注意事項 
 
 

 電源コードは装置を切断するものです。装置の電源を切るには電

源コードを切断してください。 

 本ユニットを破棄する際には、連邦基準と州・地域法に従ってく

ださい。 

 ケーブルをEloタッチコンピュータに接続する前に、すべてのコン

ポーネントの電源がオフになっているか確認してください。 

 IEC 60601-1に準拠する認証コンポーネントだけが、患者環境の医療用途

15MX/19MXタッチコンピュータに接続できます。本装置の安全要件相

当に順守していない付属装置の使用はシステムの安全性を低下させる

場合があります。付属装置選択に関する考慮事項：患者環境での付属

品使用。付属品の安全性認定が IEC 60601-1および /または IEC 

60601-1-1整合規格に従って機能しているという証拠。 

 いつまでも安全にご使用いただくために 

 本ユニットは、医療グレード電源コードを使用した場合、上記

の基準のみに順守しています。 

 規定の医療グレード電力供給は医療用途に義務付けられてい

ます。 

 患者とタッチコンピュータ出力用コネクタを同時に触らないでくだ

さい。 

 タッチモニターには次のアダプターを使用してください。 

        1. XP Power / AHM85PS12 

         または 

         2. Elo Touch Solutions / FSP110-RAAM 
 
 

旧製品の処理 
 

欧州連合の場合  

 

欧州連合（EU）各国では、記号（左記）が記載されている電気・電子製品を

廃棄する場合は必ず一般家庭廃棄物と分別して廃棄することが義務付けられ

ています。これは、モニターや、信号ケーブルや電源コードなどの電子付属

品を含みます。ディスプレー製品を廃棄する場合は地方自治体の指導に従う

か、製品を購入した店にお問い合わせください。または、該当する場合はお

客様と製品の供給者の同意書に従ってください。   

 

電気・電子製品の記号は欧州連合各国にのみ適用されます。  

 

Elo Touch Solutionsでは装置の耐用年数後（あるいは修理不可能な損傷後）

はタッチコンピュータや電源を環境に優しい方法で処理されることを推奨し

ています。その方法として部品や製品全体の再利用、製品やコンポーネント、

材料のリサイクルがあります。電気装置の安全な廃棄については国や地方法

規・条例を参照して従ってください。 
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! 

記号の説明： 
 

• 本記号は本ユニットの操作と保守に関する大切な情報をユーザーに警告していま

すので、問題を避けるためによくお読みください。  

 

•  本記号はDC電流を意味します。 

 

• 本記号はスタンドバイスイッチのオン/オフを意味します。  

 

• 使用の際は説明書を参考にしてください。 

 
 
 

医学/医療用途の責任放棄声明：   

医療あるいはヘルスケア用途のElo Touch Solutions, Inc. 製品が使用者の使用

目的に適切で、欧州連合医療機器規定、連邦食品・医薬品・化粧品法、連邦

食品医薬品局（FDA）の規則を含む（ただし、必ずしもこれらに限定されな

い）適用法規、規制、規定、および基準に準拠し、および必須市場認可を含

む（ただし、必ずしもこれらに限定されない）必須規制認可の獲得およぼ維

持のために準拠して当該製品を商業化、市販、あるいは使用するのはその者

の責任です。EloはFDAあるいはその他の連邦、州、あるいは地元政府機関の

支配を求めたり受けたりしておらず、当該適用製品の安全性、効率性、ある

いは適切性に関して機関に通知をしていません。医療あるいはヘルスケア用

途でTEの製品を評価あるいは使用する予定の者はTE側の説明無しに独自の

医学的および法的判断に依存しなければなりません。 
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               分類 
 

 
 

ANSI/AAMI ES60601-1およびCAN/CSA- C22.2 No. 60601-1に従った感電、火災に

関して 
 
  E354528 
     07EG 

本タッチコンピュータはクラスI（接地済み）装置です。 

 
 

これらのタッチコンピュータは非応用部品装置として分類されています。 
 

有害な水の浸入に対する保護： 

 

保護等級の分類（IP21） 

 
 

本タッチコンピュータは通常の装置として分類されており、空気、酸素、ある

いは亜酸化窒素と混合した可燃性麻酔薬がある場所で使用されるべきもので

はありません。  

 

動作モード：連続操作 

 

輸送および保存の環境条件 

 

温度 動作中 0°C ～ 35°C 

 保存/ 輸送 -30°C ～ 60°C 

 
 

湿度（結露なし） 

 動作中 20%  ～ 80% 

 保存/ 輸送 5%  ～ 95% 

 

高度 

 
 

動作中 0 ～ 2,000m 

 保存/ 輸送 0 ～ 12,192m 

 

ヘルスケア用途の 15MX/19MXタッチコンピュータは病院環境のデータ収集、照会表示など

の一般用途を対象としています。生命維持システムと一緒に使用しないでください。 
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製品仕様に関しては、付録Cを参照してください 

 
 

 
 

欧州規格および分類 
 
 

 
規格：EN 60601-1-2: 2007 

 

EMC規格とテスト方法は以下の規格を参照してください。  

放射： 電磁波耐性 

CISPR 11：2009+A1：2010 IEC 61000-4-2：: 2008 

EN55011：2009+A1：2010            

（グループ1、クラスA)  

IEC 61000-4-3：2006+A1：2007+A2：2010  

IEC 61000-3-2： 2005+A1：2008+A2：
2009 

IEC 61000-4-4: 2011 

IEC 61000-3-3、2008 IEC 61000-4-5：2005 

 IEC 61000-4-6：2008 

 IEC 61000-4-8：2009 

 IEC 61000-4-11：2004 
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全装置およびシステムの電磁環境耐性に関する 

手引きおよびメーカーの発表事項 

 
 

手引きおよびメーカーの発表事項 - 電磁環境耐性 

 

医療用途向け15MX/19MXタッチコンピュータは以下に記載の電磁環境で使用するためのも

のである。医療用途向け15MX/19MXタッチコンピュータの顧客またはユーザーは当該環境で

の使用を確保すること。 

放射テスト コンプライアンス 電磁環境 – 手引き 

無線周波放射 

CISPR 11 

グループ1 医療用途向け15MX/19MXタッチコンピュータ

は内部機能の場合だけ無線周波エネルギーを使

用しますので、無線周波放射は非常に低く、近

辺の電子装置を妨害する可能性はあまりない。 

無線周波放射 

CISPR 11 

クラスA 医療用途向け15MX/19MXタッチコンピュータ

は家庭用、および家庭用目的に使用する建物に

供給する低圧電源ネットワークに直接接続され

た建物の使用に適している。  

 

高調波放射 

IEC 61000-3-2 

非適用 

電圧変動/ 

フリッカー発生 

IEC 61000-3-3 

準拠 
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全装置およびシステムの電磁環境耐性に関する 

手引きおよびメーカーの発表事項 
 

手引きおよびメーカーの発表事項 - 電磁環境耐性 

医療用途向け15MX/19MX タッチコンピュータは以下に記載の電磁環境で使用するためのものである。医

療用途向け15MX/19MX タッチコンピュータの顧客またはユーザーは当該環境での使用を確保すること。 

イミュニティ試験 IEC 60601 コンプライアンス水

準 

電磁環境 – 手引き 

静電放電（ESD） 

IEC 61000-4-2 

±  6kV 接触 

±  8kV 空気 

± 6kV 接触 

± 8kV 空気 

床は木製、コンクリート、また

はセラミックのタイルのものを

使用してください。床が合成物

質でできている場合は、相対湿

度は30%以上になるようにす

る。 should be at least 30%. 電気的ファーストト

ランジェント/バース

ト 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV電源ライン用 

± 1 kV入力/出力ライ

ン用 

2 kV電源ライン用 

± 1 kV入力/出力ライ

ン用 

主電源品質は標準的な商用、ある

いは病院環境のものであるべき

である。 

サージ電圧 

IEC 61000-4-5 

± 1 kVライン - ライン

間 

± 2 kVライン - アース

間 

± 1 kVライン - ライン

間 

± 2 kVライン - アース

間 

主電源品質は標準的な商用、ある

いは病院環境のものであるべき

である。 

電圧ディップ、短時間

停電および電源供給

入力線の電圧変動  

IEC 61000-4-11 

<5% UT 

（UTのディップ>95%） 

0.5サイクル分 

 

40% UT 

（UTのディップ60%） 

5サイクル分 

 

70% UT 

（UTのディップ>30%） 

25サイクル分 

 

<5% UT 

（UTのディップ>95%） 

250サイクル分 

 

 

<5% UT 

（UTのディップ>95%） 

0.5サイクル分 

 

40% UT 

（UTのディップ60%） 

5サイクル分 

 

70% UT 

（UTのディップ>30%） 

25サイクル分 

 

<5% UT 

（UTのディップ>95%） 

250サイクル分 

 

15MX/19MX主電源品質は標準的

な商用、あるいは病院環境のもの

であるべきである。医療用途向け

15MX/19MXタッチコンピュータ

のユーザーが主電源が妨害され

たときに継続作動を必要とする

場合、医療用途向け15MX/19MX

タッチコンピュータは無停電電

源あるいはバッテリーから電源

を取ることが推奨されている。 

電力周波数（50/60 

Hz）磁界 

IEC 61000-4-8 

3A/m 3A/m 電力周波数磁界は一般的な商用

あるいは病院環境の一般的な場

所のレベル特性である。 

注記 UTはテストレベルを適用する前のA.C.主電圧である。 
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生命維持していない全装置およびシステムの電磁環境耐性に関する 

手引きおよびメーカーの発表事項 

手引きおよびメーカーの発表事項 - 電磁環境耐性 

 
医療用途向けの15MX/19MXタッチコンピュータは以下に記載の電磁環境で使用するための

ものである。医療用途向け15MX/19MXタッチコンピュータのユーザーは当該環境での使用

を確保すること。 

イミュニティ 

試験 

IEC 60601 コンプライア

ンスレベル 
電磁環境 – 手引き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伝導RF 

 
 
放射RF 

IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3Vrms 
 
 

3V/m 

80MHz ～ 

2.5GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3Vrms 
 
 

3Vrms 

携帯式無線周波数通信装置は医療用

途向け15MX/19MXタッチコンピュ

ータの部品に近い状態で使用しない

こと。また、ケーブルを含む環境で

必ず使用すること。その場合、送信

機の周波数に適用される方程式で計

算した推奨分離距離を適用するこ

と。 

推奨分離距離 
 

    
 

    80MHz ～ 800 MHz 

 

    800NHz ～ 2.5GHz 
 
 

P は送信機メーカーに従った送信機

の最大出力電力定格（ワット、W）で、

d は推奨分離距離（メートル、ｍ）で

ある。 

 
電磁波サーベイ1で判断したように、

固定RF送信機の磁界強度は各周波数

範囲2のコンプライアンスレベル未満

である。 

以下の記号で記された装置周辺で

妨害が起きる可能性がある。 
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注記1：80MHz および800MHzで、より高い周波数範囲が適用される。 

注記2：これらの手引きはすべての状況に適用されないかもしれない。電磁波伝搬は構造、

物体、人々の吸収と反射の影響 を受ける。 

3. 無線（セルラー/コードレス）電話および陸上移動無線、アマチュアラジオ、AMおよび

FMラジオ放送およびテレビ放送の基地局のような固定送信機からの電界強度は理論

的に正確に予想できない。固定RF送信機による電磁環境を評価するには、電磁波サー

ベイを考慮すべきである。医療用途向け15MX/19MXタッチコンピュータを使用する場所の

測定磁界強度が上記の適用RFコンプライアンスレベルを超える場合、医療用途向け

15MX/19MXタッチコンピュータは通常動作を確認するために観察しなければならない。異

常な動作が観察された場合、医療用途向け15MX/19MXタッチコンピュータの再設定あるい

は移動など追加対策を取らなければならない。 

4. 周波数範囲150kHz ～ 80MHzで、磁界強度は3Vrms以下でなければならない。 
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生命維持していないすべての装置およびシステムのための携帯RF通信装置と

医療用途向け15MX/19MXタッチコンピュータ間の推奨分離距離 

 
医療用途向け15MX/19MXタッチコンピュータは電磁環境で使用するためのもので、放出RF障害は

制御されている。医療用途向け15MX/19MXタッチコンピュータの顧客またはユーザーは以下の通信

機器の最大出力電力の推奨に従って携帯RF 通信（装置）と医療用途向け15MX/19MXタッチコンピ

ュータ間の最低距離を維持して電磁妨害を防止できる。 

 
 
送信機の定格最大

出力電源 

            (W) 

 
送信機の周波数による分離距離 

 
150kHz ～ 80MHz 

 

 

 
80MHz ～ 800MHz 

  

 

 
800MHz ～ 2.5GHz 

 

    

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.7 3.7 7.4 

100 12 12 23 

上記に記載されていない最大出力電力で定格されている送信機に関しては、送信機の周波数に適

用される方程式を使って推奨分離距離（メートル、m）を予想できる。この場合、Pは送信機メー

カーによると送信機の最大出力電気定格（W）である。 

 

注記1：80MHzおよび800MHzでは、より高い周波数範囲の分離距離が適用される。 

注記2：これらの手引きはすべての状況に適用されない場合がある。電磁波伝搬は構造、物体、

人々の吸収と反射の影響を受ける。 
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中国 RoHS 

根据中国法律（电子信息产品污染控制管理办法），以下部分列出了该产品可能包含的

有毒和/或危险物质的名称和含量。 

成分 

名称 

有毒或危险物质和元素 

铅 (Pb) 汞 (Hg) 

 

镉 (Cd) 六价 

铬 

(Cr6+) 

多溴 

苯酚 

(PBB) 

多溴 

二苯 

醚 (PBDE) 

塑料零件 O O O O O O 

金属零件 X O O O O O 

线缆和 

电缆 

组件 

X O O O O O 

LCD 面板 X O O O O O 

触摸 

屏 

面板 

X O O O O O 

PCBA X O O O O O 

软件 

（CD 等） 

O O O O O O 

 

O：指示该组件的所有同质材料中所含的这种有毒或危险物质的含量低于 SJ/T11363-2006 

中的限制要求。 

X：指示用于该组件的至少一种同质材料中所含的这种有毒或危险物质的含量高于 

SJ/T11363-2006 中的限制要求。对于标有 X 的项目，已根据 EU RoHS 采取了豁免。 

  

标记的解释 

(1). 根据 SJ/T11364-2006 要求，电子信息产品标有以下污染控制徽标。该产品的环保使用期为 

10 年。该产品在下列正常工作条件下不会泄漏或变异，因此该电子信息产品的使用不会导致任

何严重的环境污染、然后身体伤害或对任何资产造成破坏。 

工作温度：0-40/湿度：20%-80%（无冷凝）。 

存放温度：-20~60/湿度：10%~90%（无冷凝）。 

 
(2). 鼓励和建议按照当地法律回收并重用该产品。不应随意丢弃该产品。 
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第 

1 章 

セットアップ 

本章ではタッチコンピュータのセットアップ方法とテスト方法について説明しま

す。周辺機器のオプションに関しての詳細については、第3章「オプション/アッ

プグレード」を参照してください。  

タッチコンピュータの開梱 

以下の品目があるか、またその状態を確認してください。 

 

 
  

VuPoint™ M-シリーズ 
タッチモニター 

米国用電源ケーブル 欧州用電源ケーブル 
 

   

 

 

 
12VDC医療グレード 

電源ブリック 
多言語文書 CD、 

クイックインストールガイド 

DCケーブル 

5メートル 
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Windows
®
 XP オペレーティングシステム 

Microsoft® Windows XP のセットアップ 

オペレーティングシステムを構成する場合は、オペレーティングシステムの初期

設定はおよそ5～10分ほどかかります。 

タッチコンピュータのMicrosoft Windows XPオペレーティングシステムをセット

アップするには、マウスとキーボードを接続し、電源スイッチを押してタッチコ

ンピュータの電源を入れ、画面の指示に従ってください。 
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言語の選択 

Windowsはメニューやダイアログボックスではデフォルト言語として英語を使

用しています。この言語を以下のように画面でお好みの言語に変更できます。  

 

Customize（カスタマイズ）をクリックします。Regional and Language Options

（地域と言語のオプション）のウィンドウが表示されます。Languages（言語）

のタブを選択します。 

Language used in menus and dialogs（メニューとダイアログで使用の言語）

のドロップダウンリストからご希望の言語を選択します。. 
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コンピュータ名とパスワードの設定 

ウィンドウに表示の指示に従ってコンピュータ名を変更して管理者パスワードを

設定します。 

 

 

時間帯の選択 

以下のウィンドウが表示されたら、タッチコンピュータの時間帯や日付、時間を

変更できます。 
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ネットワーク設定 

必要に応じてネットワーク設定を選択します。 

 

ワークグループあるいはドメインの設定 

ワークグループを設定するか、ドメインに参加します。 

 

Next（次へ）を選択して終了します。Windowsセットアップはタッチコンピュータのインスト

ールを完了します。 



 

 
 
 

VuPoint™ M-シリーズ タッチコンピュータ  ユーザーガイド   6 

Windows 7オペレーティングシステム 

Microsoft Windows 7 のセットアップ 

オペレーティングシステムを構成する場合は、オペレーティングシステムの初期

設定はおよそ5～10分ほどかかります。 

タッチコンピュータのMicrosoft Windows 7オペレーティングシステムをセット

アップするには、マウスとキーボードを接続して電源スイッチを押してタッチコ

ンピュータの電源を入れ、画面の指示に従ってください。 

地域設定 

最初のスクリーンで地域設定をします。 

 



 

 
 
 

VuPoint™ M-シリーズ タッチコンピュータ  ユーザーガイド   7 

 コンピュータ名 

ご希望の場合は、このステップでコンピュータの名前を入力します。 

 

Microsoft ライセンス契約 

ライセンス契約に同意される場合は、「I accept the license terms（私はライセン

ス契約に同意します）」を選択してNext（次へ）を選択します。ライセンスに同

意しないと次に進むことはできません。 
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自動更新設定 

ご希望のWindows更新設定を選択します。 

 

時間/日付設定 

ご希望の日付、時間、時間帯を設定してNext（次へ）を選択します。 
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ワイヤレスネットワークの参加 

ワイヤレスネットワークのハードウェアがインストールされていれば、ここでワ

イヤレスネットワークに接続します。接続したいワイヤレスネットワークを選択

するか、スキップを選択します。 

 

Windows 7 の初期設定言語の変更 

 Windows 7にさまざまな言語をロードする方法は次の通りです。 

1. マウスとキーボードを接続し、システムの電源を入れます。 

2. Eloブートロゴ（以下、表示）が表示されたら、F8を繰り返し押してブー

トのオプションメニューに入ります。 
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3.  Repair Your Computer（コンピュータを修復する）を選択します。 

 

4. システムがロードした後、次のメニューが表示されますので、Inject 

Language（言語をインジェクト）を選択します。 
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5. ドロップダウンメニューから言語を選択し、Inject Selected 

Language（選択した言語をインジェクト）をクリックします。 

 

6. 以下のウィンドウが表示されるまで数分かかります。操作の成功を確認す

るウィンドウが表示されますので、キーを押して終了します。 

 

7. Cancel（キャンセル）をクリックしてインジェクト言語メニューを終了

します。 

8. Exit（終了）をクリックして言語インジェクションを終了して再起動し

ます。 

9. ウィンドウは選択した言語で再起動します。 
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オペレーティングシステムの回復 

何らかの理由でタッチコンピュータのオペレーティングシステムを工場設定に回

復しなければならない場合は、Windowsオペレーティングシステムを新たにイン

ストールします。この際、すべての設定やデータは失われますのでご注意くださ

い。このプロセスを開始する前にすべてのデータを必ず、バックアップしてくだ

さい。このプロセスはハードドライブのWindowsパーティションをフォーマット

し、オペレーティングシステムとハードドライブのユーザーコンテンツを置換し

ます。 

I) オペレーティングシステムを回復するには 

1. システムの電源を完全に切断します。 

2. マウスとキーボードを接続してシステムの電源を入れます。 

3. Eloブートロゴ（以下、表示）が表示されたら、F8を繰り返し押して

再起動のオプションメニューに入ります。 
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4.  Repair Your Computer（コンピュータを修復する）を選択します。 

Windows XPメニュー： 

 

Windows 7メニュー： 
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5. システムがリカバリユーティリティをロードすると、次のメニューが

表示されます。 

 

6. Restore OS（OS回復）を選択します。Start（開始）ボタンをクリッ

クしてオペーレーティングシステムを回復します。 
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7. 以下のプロセスはプライマリのハードドライブをリフォーマットしま

す。この回復プロセスを開始する前にデータを必ず、バックアップし

てください。警告メッセージを確認して継続します。 

 

8. 完了したら、Close（閉じる）ボタンをクリックします。 
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9. システムはEloリカバリソルーションのメインメニューに戻ります。

Exit（終了）ボタンをクリックしてシステムを再起動します。 

 

10. システムはWindows Setupを再起動しますので、Windows XPの場合

はSetting up Microsoft® Windows XP（Microsoft® Windows XPセット

アップ）を、Windows 7の場合はSetting up Microsoft Windows 7

（Microsoft Windows 7セットアップ）を参照してください。 

11. Windows 7のセットアップが完了するとデスクトップが表示されます。

投影型静電容量タッチスクリーンのドライバはすでにインストールさ

れています。AccuTouchタッチスクリーンをご利用の場合はタッチが

適切に反応するためにデスクトップの「Install AccuTouch（AccuTouch

インストール）」のショートカットでドライバをインストールしてく

ださい。 
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タッチスクリーンのキャリブレーション 

タッチスクリーンは正確なタッチレスポンスのためにあらかじめキャリブレーシ

ョンされています。  

何らかの理由でタッチスクリーンを再度キャリブレーションしなければならない

場合、タスクバーのElo アイコンを右クリックして、それから「プロパティ」を

クリックすると、次の「プロパティ」ウィンドウが開きます。  

注記： 投影型静電容量方式タッチスクリーンにはキャリブレーションは適用

されません。 

注記： OSとタッチスクリーンドライバをEloアイコンにインストールすると、

タスクバーに表示されます。 

 

Align（配置）ボタンをクリックすると、キャリブレーションプログラムが開始さ

れます。以下のウィンドウが開きますので、指示に従ってタッチスクリーンをキ

ャリブレーションします。 
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ハードディスクのアクセス 

ハードディスクは工場でインストールされ、装置裏面のハードディスクの下にあ

ります。ハードディスクにアクセスするには、カバーを押さえるネジを外しハー

ドドライブのブラケットを外して必要な場合にハードドライブにアクセスします。 

 

 

Remove this 
screw to gain 
access to the 
hard disk. 

このネジを zz外し

てハードドライブ

に 

アクセスします。 
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Mシリーズ AIO を取り付けブラケットに固定  

あらかじめ取り付けられた4つの穴を使ってタッチコンピュータを取り付けブラ

ケットに固定します。この穴はISOメートルネジM4用に設計されています。取り

付けネジは入っていませんので、取り付けブラケットと安定して接続するように

適切なねじ込みの長さのものを選んでください。4つの穴の1は以下の図を参照し

てください。 

 

取り付け図      
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第 

2 章 

 

操作 

本章ではユーザーボタンの機能とI/Oパネルについて説明します。 

ユーザーボタンはタッチモニターの動力サイクルがリセットされたときに調整さ

れます。 
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ユーザーボタン 

ユーザーボタンは静電容量式ボタンですので、指やスタイラスペンを使用すると適切に機能しま

す。 

 
 

  電源ボタン 

電源ボタンの機能はタッチコンピュータの状態によって異なります。 

 

 タッチコンピュータがオペレーティングシステムで起動すると、電源ボタンがオフにな

ってディスプレイバックライトがオンになります。 

 

 タッチコンピュータがハイバーネートのようなスリープ状態になると、電源ボタンがシ

ステムを起こします。 

 

 オペレーティングシステムがシャットダウンしても電源はまだタッチモニターに投入さ

れているので電源ボタンによってコンピュータを起動します。  

 
 

  ブックライト機能  

ブックライトアイコンをタッチして+/- 機能調整アイコンを使って明暗度を調整します。現在の

設定は+/- アイコン間で表示されます。 

 

  ナイトライト機能 

ナイトライトアイコンをタッチして+/- 機能調整アイコンを使って明暗度を調整します。現在の

設定は+/- アイコン間で表示されます。 
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  画面の明るさ機能 

画面の明るさアイコンをタッチして+/- 機能調整アイコンを使って明暗度を調整します。 現在の

設定は+/- アイコン間で表示されます。 

 

 

  音量機能 

音量アイコンをタッチして+/- 機能調整アイコンを使って明暗度を調整します。 現在の設定は+/- 

アイコン間で表示されます。 

 
 
 

  機能調整 

機能調整アイコンは使用可能になると点灯します。機能アイコンのひとつをタッチすると機能調

整記号が使用可能になり、 現在の設定が +/- 記号の点で表示されます。   

明暗度を減らすには「-」記号を、明暗度を増やすには「+」記号を使用します。現在の設定が直

ぐに保存されます。 

 

間もなく、選択した機能は非選択状態になります。現在の機能が非選択状態になる前に他の機能

を選択できます。 

 

 +   コンピュータのシャットダウン 

音量アイコンと電源ボタンアイコンを3秒間押したままにするとコンピュータがシャットダウ

ンします。 

電源ボタンはコンピュータを再開するときにも使用できます。 
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 +   機能のロックアウト 

ナイトライトアイコンとプラス調整アイコンを3秒間押し続けて機能ボタンをロックアウトし

ます。アイコンは確認のために点滅します。 

機能ロックアウトが有効になると、機能ボタンの照明が無効になり、機能ボタンはこの状態では

反応しません。 

機能ロックアウトの設定は電源スイッチを切って入れなおすまで続きます。 

ナイトライトアイコンとプラス調整アイコンを3秒間押し続けて機能ボタンを解除します。アイ

コンは確認のために点滅します。 

  

 +   電源ボタンのロックアウト 

ナイトライトアイコンとマイナス調整アイコンを3秒間押し続けて電源ボタンをロックアウト

します。電源ボタンのアイコンは確認のために点滅します。 

電源ボタンのロックアウトが有効になると電源ボタンの機能が電源ボタンの機能がシステムを

開始するように変更しますが、電源ボタンのオフ機能は無効です。 

電源ボタンのロックアウト設定は電源スイッチを切って入れなおすまで続きます。 

ナイトライトアイコンとマイナス調整アイコンを3秒間押し続けて電源ボタンを解除します。電

源ボタンアイコンは確認のために点滅します。 
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入力/出力パネルの使用 

入力/出力（I/O）ポートにアクセスするには、装置裏面の左側にあるケーブルカ

バーを外します。  

I/Oケーブルをそれぞれのポートにインストールし、プラスチック製のケーブルタ

イを使って以下のようにケーブルをケーブル制御に留めます。 

 

以下の図は、I/Oの詳細とケーブル制御の場所を示します。  

 

 

注記：安全注意事項として、システムの電源がオンになっているときはケーブルカバー

を付けたままにしてください。   
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第 

3 章 
 

オプション/アップグレード 

周辺機器と付属品 

以下はMシリーズタッチコンピュータで使用できる周辺機器と付属品です。 

 磁気ストライプリーダー（MSR）* 

 無線アダプタ 

 ソリッドステートドライブ（SSD）*  

 ウェブカメラ 

 バーコードスキャナー（2次元エリアアレイ）* 

 スマートカードリーダー* 

 RFIDリーダー* 

 USBハンドセット* 

 TVチューナー* 

 DC延長ケーブル（3メートル）* 

 ACケーブル* 

 * オプションの付属品 

 

注記：周辺機器のソフトウェアドライバとアプリケーションは要請により入手可能です。 
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磁気ストライプリーダー（MSR） 

磁気ストライプリーダー（MSR）はMシリーズタッチコンピュータのオプション

の周辺機器です。ソフトウェア・アプリケーションとドライバについては次のウ

ェブサイトをご覧ください。 

 www.elotouch.com   

 

MSR は USB 2.0 装置で、一般的なクレジットカードあるいは運転免許証のデー

タストライプ3つすべてを読み、ISO/ANSI 規格に一致します。MSRは外国語に対

応します。カードはMシリーズ製品の前部のガイド部に置いて磁気ストライプを

上に向けてガイド部に通して読み込みます。 

MSR の機能は以下の通りです。 

 最高3トラックの情報を読み込む 

 双方向にスワイプして読み込む 

 高いジッタ、傷あり、使い古しのMagStripe カードで素晴らしい読み込み 

 カードスワイプ回数1,000,000回以上の確実性 

 ISO7811、AAMVA、およびほとんどのカードのデータ形式を読み込む 

 PC ソフトウェアによって構成変更が簡単 

 スワイプ速度3 ～ 60 インチ/秒 

 インターフェース：USB-KB およびUSB-HID  

 USB 2.0に完全対応 

 

 

http://www.elotouch.com/
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ワイヤレスカード 

ワイヤレスアダプターはM-Seriesタッチコンピュータの標準周辺機器です。 

ワイヤレスカードの一般的な仕様は以下の通りです。 

 小型PCI-Eモジュール 

 IEEE 802.11 a/b/g/n対応 

ソリッドステートドライブ 

オリジナルのハードディスクドライブを交換するときにソリッドステートドライ

ブを使用できます。これによってパフォーマンスが強化され、過酷な環境でも機

械的な信頼性がさらに高まります。 

オリジナルのハードディスクドライブにアクセスするには、Mシリーズタッチコ

ンピュータ裏面の右側カバーから行います。  

品番：E520117 

ウェブカメラ 

Mシリーズタッチコンピュータにはウェブカムが内蔵されています。ウェブカム

モジュールはUSBから電源供給される装置で、2.0メガピクセルのカメラを内蔵し

ています。このウェブカムは5フィート/秒で2.0MPビデオが可能で、人気のオペ

レーティングシステムにすでにプリセットされているドライバで実行できます。  

ウェブカメラのモジュール仕様は以下の表の通りです。 

機能 詳細 

200万画素ウェブカメラ、2 x デ

ジタルマイクロホン付き 200万画素ウェブカメラモジュール 

USB タイプ 1.0、1.1 または 2.0 

ビデオ解像度 

1600x1200、1280x1024、640x480、352x388、 

320x240、176x144、160x120 

自動フレームレート 

最大 5フィート/秒 @ 200万画素（1600x1200） 

最大 24フィート/秒 @ VGAモード（640x480） 

有効視野（FOV） 66° 

フォーカス範囲 40cm ~ 無限 
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バーコードスキャナー 

 2Dエリアアレイ・バーコードスキャナーはM-Seriesタッチコンピュータのオプ

ションの周辺機器です。バーコードスキャナーには照明が内蔵されており、たく

さんのバーコード記号に対応します。 

バーコードスキャナーは以下の図のように、一般的な読取範囲に対応します。 

 

コード / X 寸法 一般的範囲* 

100% U.P.C. 46 mm ～ 419 m（1.8˝ ～ 16.5˝） 

5 mil Code 39 64 mm ～ 163 mm（2.5˝ ～ 6.4˝） 

10 mil Code 39 28 mm ～ 338 mm（1.1˝ ～ 13.3˝） 

6.7 mil PDF417 46 mm ～185 mm（1.8˝ ～ 7.3˝） 

10 mil データマトリックス 53 mm ～ 203 mm（2.1˝ ～ 8.0˝） 

解像度、1次元バーコード：0.127 mm（5.0 mil） 

解像度、2次元マトリックスコード：0.169 mm（6.7 mil） 

* バーコードの質や環境条件によってパフォーマンスが影響する場合があります。 

 

スマートカードリーダー 

 接触型スマートカードリーダーはM-Seriesタッチコンピュータのオプションの

周辺機器です。 

スマートカードリーダーはISO 7816マイクロプロセッサあるいはメモリーカー

ドに対応します。 
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RFID リーダー 

RFIDリーダーはM-Seriesタッチコンピュータのオプションの周辺機器です。 

RFIDリーダーはインストールすれば、以下の図のように、M-Seriesタッチコンピ

ュータ前部にある数センチ内の読み取りタグに対応します。 

 

 

 

 

対応のRFID標準は次のとおりです。 

 14443A Mifare Classic 

 14443A Mifare Desfire  

 15693 ICODE 
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USB ハンドセット 

USBハンドセットはM-Seriesタッチコンピュータのオプションの周辺機器です。

キットにはブラケット1個と、機能調整に必要なハンドセットクレードルが入っ

ています。 

品番：E709063 

TV チューナー 

USB TVチューナーキットはオプションの付属品として購入できます。そのオプ

ションは3つあり、すべてのオプションにはUSB延長ケーブル（1.2メートル）が

入っているので、ケーブルカバー下のI/Oエリアに接続してMシリーズ装置の外側

にTVチューナーをインストールできます。 

 ISDB規格対応の日本用TVチューナーキット  

品番：E421980 

 DVB規格対応の欧州用TVチューナーキット 

品番：E378259 

 ATSC規格対応の合衆国用TVチューナーキット 

品番：E177386 

DC 延長ケーブル（3メートル） 

DC延長ケーブル（3メートル）はオリジナルのDC延長ケーブル（5メートル）と

交換できます。  

品番：E175539 
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AC ケーブル 

各国固有のACケーブルはオリジナルのACケーブルと交換できます。そのオプシ

ョンは2つあります。 

 英国/香港用1.8メートルACケーブル 

品番：E010063 

 日本用1.8メートルACケーブル 

品番：E520117 

 



 

 
 
 

VuPoint™ M-シリーズ タッチコンピュータ  ユーザーガイド   32 

第 

4 章 
 

安全/保守 

安全 

以下は、タッチコンピュータの適切なセットアップや保守に関する大切な情報です。 

 感電予防のためには、安全に関する警告に従い、絶対にタッチモニターのケースを開

けないでください。 

 製品をオフにしてからクリーニングをしてください（適切なクリーニング方法につい

ては17ページ「お手入れ/お取り扱い」を参照してください）。 

 タッチコンピュータには3線式接地電源コードが装備されています。電源コードプラ

グはアース付コンセントだけに適合します。この目的で構成されていないコンセント

にプラグを適合しないでください。損傷した電源コードを使用しないでください。

Elo Touch Solutions タッチコンピュータに同梱されている電源コードだけを使用し

てください。許可されていない電源コードを使用すると保証が無効になる場合があり

ます。 

 タッチコンピュータケースの側面と上面にあるスロットは換気用ですので、通風孔を

ふさいだり、物を挿入したりしないでください。 

 タッチモニターを濡らさないように十分に注意を払ってください。液体をこぼしたり

液体がタッチモニターの中に入らないように気を付けてください。タッチモニターが

濡れてしまった場合は、自分で修理しようとしないで、ELO  Touch Solutions カスタ

マーサービスに連絡して指示を得てください。 

 すべての装置およびシステムの電磁耐性に関する手引きおよびメーカーの発表事項

については、ご要請によりご提供いたします。 
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お手入れ/お取り扱い 

以下のヒントはタッチコンピュータが最適なレベルで機能するのに役立ちます。  

ユニットの電源を切り、電気の主管を切断してからクリーニングをしてください。  

システムに液体の漏れがないように十分に注意を払ってください。クリーニング

の最中にユニットに液体が入ったと思われる場合は、絶対にユニットの電源を入

れないでください。以下の連絡先のメーカーに連絡して、もう一度電源を入れる

前に資格を有するサービス技術者に点検してもらってください。 

指示に従って水性クリーニング液（非アンモニア系）を薄めてからご利用くださ

い。タッチスクリーンにクリーニング液を直接スプレーしないで、あらかじめク

リーニング液で軽く湿らせた布、あるいはタオルを利用してください。  

タッチスクリーン・ディスプレイあるいはタッチコンピュータをクリーニングす

る際は、絶対に有機溶剤（例：テレピン油、varsol、ベンジン）研磨剤、あるい

は圧縮空気を使用しないでください。 

消毒の際には、アルコール系消毒液あるいは市販の第4級アンモニウム化合物

（例：PRO-SANTMブランド、TB QuatTMブランド）を注意してご利用ください。

ユニットに液体が入らないようにできるだけ少量ご使用ください。 

 

警告 

本製品は水銀含有の装置から構成されている場合がありますので、地元の法律、

州法、連邦法に従ってリサイクルあるいは廃棄する必要があります（本システム

内では、タッチコンピュータ・ディスプレーのバックライトランプに水銀が含ま

れています）。 
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第 

5 章 
技術サポート  

タッチコンピュータ仕様 

タッチコンピュータの仕様についてはwww.elotouch.comをご覧ください。  

注記： すべてのオペレーティングシステムあるいはオプションがすべての地

域に対応するものではありません。詳細についてはお近くのElo 

TouchSystemsの担当者にお問い合わせください。 

技術サポート 

タッチコンピュータの技術サポートに関する連絡先を得るには、2つの方法があ

ります。 

 ウェブ 

 電話 

ウェブサイトの利用 

技術サポートに関しては、 www.elotouch.com/go/contactsupportをご覧ください。 

最新のElo ニュース、製品アップデート、発表事項、タッチコンピュータに関す

るニュースレターを受信するために登録するには、www.elotouch.com/go/news

をご覧ください。 

電話の利用 

技術サポートに関しては、ユーザーガイドの最後にある連絡先情報をご覧くださ

い。 

http://www.elotouch.com/
../../../../../../../../../Katie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2/www.elotouch.com/go/contactsupport
../../../../../../../../../Katie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2/www.elotouch.com/go/news
../../../../../../../../../Katie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2/www.elotouch.com/go/news
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規制情報 

I. 電気安全情報  

A) コンプライアンスに従って、メーカーのラベルに記載の電圧、周波数、電流を

必ず順守してください。規定の電源と異なったものを接続するなど規則に従わな

い場合、不適切な稼動、装置への損傷、保証の無効、火災の原因となる恐れがあ

ります。 

B) 本装置内にはユーザが修理できる部品はありません。本装置は危険電圧を生じ、

安全上の問題を招く恐れがあります。修理は資格があるサービス技術者のみが行

ってください。  

C) 本装置には取り外し可能な電源コードが付いており、接地された安全なコード

に接続されるための安全な接地ワイヤが付いています。  

1) 提供された承認タイプのコード以外は使用しないでください。 アダプタプ

ラグを 2線式コンセントの接続に使用すると接地ワイヤの導通を駄目にして

しまいますのでどのような状態でも使用しないでください。  

2) 安全性認定の一貫として装置は接地ワイヤの使用が義務付けられています。

変更または誤用によって重傷または死など感電の危険を招く場合があります。  

3) 装置を主電源に接続する前のインストールに関して質問がある場合は、資

格のある電気技術者あるいはメーカーにお問い合わせください。  

II. 放射および電磁波耐性情報  

A) 米国内のユーザーに対する通知：本装置はFCC規則第15章に定められたク

ラスAデジタル装置に関する規制要件に基づいて所定の試験が実施され、こ

れに適合するものと認定されています。これらの規則要件は、住宅あるいは

商用で設置した場合に有害な妨害から妥当に保護するためのものです。本装

置は電磁波を発生・使用し、無線周波エネルギーを放射する場合があり、指

示に従ってインストールし使用しない場合、無線通信の有害な妨害となる場

合があります。  

B) カナダのユーザーに対する通知：本装置はカナダの無線妨害規制で定め

られたデジタル装置から放出される電波雑音に関するクラスAに適合し

ています。 

C) 欧州連合のユーザーの皆様方へ：電源コードや相互接続ケーブルは装置に

付属のものだけを使用してください。付属のコードやケーブル以外を使用

すると、電気の安全性、あるいは次の規格で義務付けられているイミュニ

ティ、電磁波耐性のCEマーク認証が危険にさらされる場合があります。 

本電子装置は製造者ラベルにCEマークを付けることが義務付けられて
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おり、装置が次の指令・規格によって検査を受けたことを意味します。

本装置は欧州規格EN55022、EN55024、EN60950-1EMCに示されるEMC 

2004/108/ECおよびLVD 2006/95/ECの規定のほか、医用電気機器規格の

CEマークの要件に準じて検査を受けました。EN 60601-1 および

EN60601-1-2 （EN55011 クラスAを含む）。   

D) すべてのユーザーに対する一般情報：本装置は無線周波エネルギーを発生、使

用し、および放射することがあります。本マニュアルに沿って装置をインス

トール/使用しない場合、無線通信およびテレビ通信の妨害の原因となる場合

があります。しかし、地域特有の要因のため、特定のインストールに妨害が

起きないとは保証できません。  

1) 放射および電磁波耐性の要件を満たすため、ユーザーは必ず下記事項を順

守してください。  

a) 本デジタル装置とコンピュータを接続する場合は、付属の I/Oケーブル

のみを使用してください。  

b) 要件を順守するために、メーカー指定の電源コードのみを使用してくだ

さい。  

c) ユーザーは、準拠の責任がある関係者による明示的な承諾なしに、装置

の変更または修正をした場合、装置を使用するユーザーの権利が無効にな

る場合があることについて警告を受けています。  

2) 本装置が無線あるいはテレビ受信、あるいはその他の装置の受信妨害を引

き起こす原因であると思われる場合：   

a) 装置の電源をオン/オフにして放射元を確認してください。  

b) 本装置が妨害の原因になっていると判断した場合、以下の

方法で妨害を修正してください。 

i) 妨害を受けたレシーバーからデジタル装置を離す。 

ii) 妨害を受けたレシーバーに対してデジタル装置を再配

置（向きを変える）する。 

iii) デジタル装置とレシーバーの分岐回路が異なるようにデジ

タル装置を違うACコンセントに差し込む。 

iv) デジタル装置が使用しないI/Oケーブル電源を切ったり、取

り外す（非終端処理I/Oケーブルは高RF放出源の可能性があ

る）。 

v) デジタル装置を接地コンセントのみに差し込む。ACアダプ

タープラグを使用しないこと（接地したラインコードを取

り外したり切ったりすると無線周波数の放出レベルを増加

する可能性があり、ユーザーに致死的な感電の危険を及ぼ

す可能性もあります） 。 

さらに援助が必要な場合は、ディーラー、メーカー、ベテランの無線ある

いはテレビ技術者に相談してください。 
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連邦通信委員会干渉声明 
本装置は FCC規制第 15章に適合しています。動作は次のふたつの条件を満たし

ています。（1）本装置は有害な干渉の原因にはならない。（2）本装置は誤動作

の原因となる干渉を含むいかなる干渉も受信してはならない。 

 

本装置は FCC規則第 15章に従うクラスAデジタル装置の制限値に適合している

ことが検査により確認されています。それらの制限は装置は住居環境で使用した

場合に有害な干渉の発生を適度に防止することを目的としています。本装置は無

線周波エネルギーを発生、使用、および放出しています。指示に従って設置また

は使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こすことばあります。しかし、

特定の設置によって干渉が発生しないという保証はありません。本装置によって

ラジオまたはテレビ受信に装置の ON/OFF によって確認できる有害な干渉が発

生した場合、ユーザーは以下のいずれかの対策を講じてください。 

 

- 受信アンテナの向きまたは場所を変える。 

- 本装置と受信機の距離を離す。 

- 本装置と受信機の電源系列を別の回路にする。 

- 販売店やラジオ/テレビの専門技術者に問い合わせる。 

 

FCC注意： 責任機関の許可なしに改造や改修を行うと、ユーザーが本モニタ
ーを操作する権限が無効になる可能性があります。 

 

本送信機は絶対に、別のアンテナや送信機と同じ場所あるいはそれらと併せて動

作しないでください。 
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高周波への暴露 

 
本装置が放出する出力はFCC無線周波数暴露制限をはるかに下回るものですが、

通常動作中に人間と接触する可能性が最小限に抑えられるように使用してくださ

い。 

 

FCC無線周波数暴露制限を越える可能性を防止するために、通常動作中はアンテ

ナと人間との距離が20cm（8インチ）以下にならないようにしてください。 

 

 

業界カナダの表明 

本装置はカナダ業界規制 RSS-210 に適合しています。動作は次のふたつの条件

を満たしています。（1）本装置は有害な干渉の原因にはならない。（2）本装置

は誤動作の原因となる干渉を含むいかなる干渉も受信してはならない。  

 

放射線暴露声明 

本装置は無規制環境の IC放射線暴露制限に適合しています。本装置は人体とラジ

エーターの距離が 20cm 以上になるようにインストールおよび動作してください。 
 

本装置はカナダ ICES-003クラス Aデジタル装置 に準拠します。 

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux 

appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux 

conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage 

préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un 

brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.  

 
Déclaration d'exposition aux radiations 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC 
établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et 
utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et 
votre corps. 

 
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada. 
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欧州 – 欧州連合（EU）適応表明  
  

本装置は R&TTE 指令 1999/5/ECの基本要件に準拠します。R&TTE 指令

1999/5/EC基本要件の推定を照明するために次の検査方法を実施しました。 

 

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011 

情報技術機器の安全性 

 

EN 50364: 2010 

電子式商品監視（EAS）、無線自動識別（RFID）および同様の適用を使った、動

作中の装置（周波数 0 Hz ～ 300 GHz）の電磁場への人体暴露に関する制限 

 

EN 62479: 2010 

電磁場（10 MHz ～ 300 GHz）への人体暴露に関する基本的な制限がある低電力

の電子/電気装置の順守評価 

 

EN 300 328 V1.7.1: 2006 

電磁両立性および無線スペクトラム事項（ERM）。広帯域伝送システム、2.4 GHz

の ISM（産業科学医療用）バンドで動作しスペクトル拡散変調技術を使用するデ

ータ伝送装置、R&TTE指令の第 3.2項の必須要求事項を含む整合 EN規格。 

 

EN 302 291-1 V1.1.1: 2005 

電磁両立性および無線スペクトラム事項（ERM） - 短距離装置（SRD） - 13.56 MHz

で動作の近距離誘導データ通信装置 - パート 1：技術的特長および検査方法（ド

イツ規格同様の英語版 EN 302291-1 V1.1.1（2005-07）支持） 

 

EN 302 291-2 V1.1.1: 2005 

電磁両立性および無線スペクトラム事項（ERM） - 短距離装置（SRD） - 13.56 

MHzで動作の近距離誘導データ通信装置 – パート 2：R&TTE指令の第 3.2項

の必須要求事項を含む整合 EN規格（ドイツ規格同様の英語版 EN 302291-2 

V1.1.1（2005-07）支持） 

 

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 

電磁両立製および無線スペクトラム事項（ERM）。無線装置およびサービスの電

磁両立性（EMC）規制。パート 1：一般技術要件 

 

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002 

電磁両立製および無線スペクトラム事項（ERM）。無線装置およびサービスの電

磁両立性（EMC）規制 。パート 3：周波数（9 kHz ～40 GHz）の短距離装置（SRD）

の特定動作条件 

 

EN 301 489-17 V2.1.1 2009 
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電磁両立製および無線スペクトラム事項（ERM）。 無線装置およびサービス

の電磁両立性（EMC）規制。パート 17：広帯域 2.4 GHz伝送システムおよび

5 GHz高性能 RLAN 装置の特定条件 

 

本装置は広帯域伝送システム（トランシーバー）で、欧州連合（EU）と欧州自由

貿易地域（EFTA）の各国で使用できますが、フランスとイタリアには使用制限

があります。 

 

イタリアのエンドユーザーは国家スペクトラム当局に免許を申請して野外無線リ

ンクの設定と、テレコミュニケーションとネットワークワービスの公共利用供給

のために装置使用の許可を得なければなりません。 

 
 

Česky  

[チェコ語] 

Elo Touch Solutions, Inc. tímto prohlašuje, že tento 15MX/19MX 
Touchcomputer  je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 

Dansk  

[デンマーク語] 

Undertegnede Elo Touch Solutions, Inc. erklærer herved, at 
følgende udstyr 15MX/19MX Touchcomputer overholder de 
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch  

[ドイツ語] 

Hiermit erklärt Elo Touch Solutions, Inc., dass sich das Gerät 
15MX/19MX Touchcomputer in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 

Eesti  

[エストニア語] 

Käesolevaga kinnitab Elo Touch Solutions, Inc. seadme 
15MX/19MX Touchcomputer vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele 
asjakohastele sätetele. 

English 

[英語] 

Hereby, Elo Touch Solutions, Inc., declares that this 15MX/19MX 
Touchcomputer is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Español  

[スペイン語] 

Por medio de la presente Elo Touch Solutions, Inc. declara que el 
15MX/19MX Touchcomputer cumple con los requisitos esenciales 
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE. 

Ελληνική  

[ギリシャ語] 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Elo Touch Solutions, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 
15MX/19MX Touchcomputer ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 

Français  

[フランス語] 

Par la présente Elo Touch Solutions, Inc. déclare que l'appareil 
15MX/19MX Touchcomputer est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE. 

Italiano  

[イタリア語] 

Con la presente Elo Touch Solutions, Inc. dichiara che questo 
15MX/19MX Touchcomputer è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. 

Latviski  

[ラトビア語] 

Ar šo Elo Touch Solutions, Inc. deklarē, ka 15MX/19MX 
Touchcomputer atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām 
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 
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Lietuvių  

[リトアニア語]  

Šiuo Elo Touch Solutions, Inc. deklaruoja, kad šis 15MX/19MX 
Touchcomputer atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB 
Direktyvos nuostatas. 

Nederlands 

[オランダ語] 

Hierbij verklaart Elo Touch Solutions, Inc. dat het toestel 
15MX/19MX Touchcomputer in overeenstemming is met de 
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG. 

Malti  

[マルタ語] 

Hawnhekk, Elo Touch Solutions, Inc., jiddikjara li dan 15MX/19MX 
Touchcomputer jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma 
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

Magyar  

[ハンガリー語] 

Alulírott, Elo Touch Solutions, Inc. nyilatkozom, hogy a 
15MX/19MX Touchcomputer megfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 

Polski  

[ポーランド語] 

Niniejszym Elo Touch Solutions, Inc. oświadcza, że 15MX/19MX 
Touchcomputer jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

Português 

[ポルトガル語] 

Elo Touch Solutions, Inc. declara que este 15MX/19MX 
Touchcomputer está conforme com os requisitos essenciais e 
outras disposições da Directiva 1999/5/CE. 

Slovensko 

[スロベニア語] 

Elo Touch Solutions, Inc. izjavlja, da je ta 15MX/19MX 
Touchcomputer v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. 

Slovensky 

[スロバキア語] 

Elo Touch Solutions, Inc. týmto vyhlasuje, že 15MX/19MX 
Touchcomputer spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Suomi  

[フィンランド

語] 

Elo Touch Solutions, Inc. vakuuttaa täten että 15MX/19MX 
Touchcomputer  tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Svenska  

[スウェーデン

語] 

Härmed intygar Elo Touch Solutions, Inc. att denna 15MX/19MX 
Touchcomputer står I överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår 
av direktiv 1999/5/EG. 

 

III. 代行機関の検定 

以下の証明書がタッチコンピュータに対して発行されています。 

 カナダcUL 

 カナダIC 

 欧州TUV、CE 

 日本VCCI 

 FCC 

 合衆国UL 

 ロシアGOST-R 
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IV. 保護等級 

 15MX/19MXタッチコンピュータは次の図に示すような角度範囲の場合、保護等級は IP21

です。 

 
 
 
 

 

前方先角 

5º  後方先角 

45º  
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保証内容 

特に指定のない限り、あるいは買い手に対する受注承諾がない限り、売り手は製

品の材質や仕上がりに欠陥がないことを買い手に保証します。保証期間を交渉し

た場合を除き、タッチコンピュータとコンポーネントの保証は三（3）年です。 

売り手はモデル部品の寿命についての保証はしません。売り手の供給者はいつで

もおよび時折、製品またはコンポーネントとして納品するコンポーネントに変更

を加える場合があります。上記の保証に適合する製品の不具合が発見した場合、

売り手は買い手に対して迅速に（どのような場合でも発見から三十（30）日以内

に）書面にて通知しなければなりません。通知には、そのような不具合に関する

状況など商用的に適度な詳細を記述しなければなりません。 また、可能な場合は、

売り手はインストールした製品の検査を行わなければなりません。売り手の書面

による指示がない限り、売り手は当該製品の保証期間中に通知を受ける必要があ

ります。そのような通知を送付してから三十（30）日以内に、買い手は不良品で

あるとされている製品を受領時の出荷用ダンボール箱、あるいは機能的に同等の

ものに梱包して買い手の費用およびリスクで売り手宛に発送しなければなりませ

ん。  

売り手は、不良品だとされる製品を受け取ってから適当な期間内に上記の保証を

満たさない製品であることを検証し、(i) 製品を修正または修理する、または(ii) 製

品を交換する のどちらかから選択し、当該不良品を修正しなければなりません。

製品の当該修正、修理、または交換、および製品の返品送料（買い手への最低の

保険付き）は売り手が負担します。製品発送中に起きる紛失あるいは損傷のリス

クは買い手が負い、買い手はその製品に保険をかけることができます。買い手は、

売り手が製品が不良品でないことを発見した場合、返品にかかった送料を売り手

に払い戻ししなければなりません。製品の変更、修理は売り手のオプションによ

って行い、売り手の施設か買い手の敷地のどちらかで行います。売り手が製品の

修正、修理、または交換して上記の保証を確認できない場合、売り手の判断によ

って、売り手が定める保証期間の定額を元にした減価償却費を製品の購入価格か

ら差し引いた額を買い手に払い戻しするか、買い手の口座に入金するか、どちら

かをしなければなりません。 
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これらの救済措置は保証不履行が起きた場合の買い手専用の救済措置とします。

上記に明示されている保証を除いて、売り手は製品の目的適合性、品質、商品性、

権利を侵害していないことなどの点を含む明示または暗示の保証を認めません。

売り手の従業員、あるいはいかなる当事者も本書に記載の保証以外は商品の一切

の保証をしてはなりません。保証に基づく売り手の負担は製品の購入価格を払い

戻しすることに限定します。いかなる場合も売り手は買い手が購入、あるいは取

り付けた代替品の価格、あるいは一切の特別な、誘発的、間接的、偶発的な損傷

などの責任は負いません。 

買い手は危険要素を前提とし、(i) 買い手の製品の使用目的に対する適合性、一切

のシステム設計あるいは製図の評価、(ii) 買い手が使用する製品の適用法、規制、

規約、標準規格に対する順守の判断などに関するすべての責任から補償しかつ無

害に保つことを補償し同意します。買い手は、売り手が製造、供給した製品、コ

ンポーネントを含むあるいは盛り込むすべての保証およびその他の請求に対する

すべての責任を保持しかつ受理します。買い手は買い手が認可する製品に関する

一切かつすべての言明事項、保証に対する唯一の責任を負います。買い手は売り

手を補償し、買い手の製品、言明事項、保証に起因する一切の負債、請求、損失、

価格、費用など（妥当な弁護士の料金を含む）同様のものに対して損害を売り手

に与えません。 
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索引 

LED 

場所の図, 20 

Windows 7の言語の変更, 9 

Windows 7の言語の変更 

言語の選択, 11 

アップグレード、追加, 25 

ウェブサイト、Elo TouchSystems, 34, 46 

オプション、追加, 25 

オペレーティング システム 

回復, 12 

オペレーティングシステムセットアップ 

Microsoft ライセンス契約, 7 
Windows 7, 6 

コンピューター名, 7 

地域設定, 6 
Windows XP 
コンピュータ名とパスワード, 4 

ネットワーク設定, 5 

ワークグループあるいはドメインの設定, 5 

時間帯の選択, 4 

ワイヤレスネットワークの参加, 9 

時間/日付設定, 8 

自動更新, 8 

オペレーティングシステムセットアップ 

Windows XP, 2 

言語の選択, 3 

オンスクリーン表示（OSD） 

有効/無効メニュー, 23 

キャリブレーション, 17 

ケーブル 

キット, 1 

セットアップ 

タッチスクリーンキャリブレーション, 17 

取り付けオプション, 19 

開梱, 1 

タッチスクリーン 

お手入れ/お取り扱い, 33 

キャリブレーション, 17 

ベース、固定, 19 

ポート 

アクセス, 24 

メンテナンス 

お手入れ/お取り扱い, 32 

もくじ, xv 

ワイヤレスカード 

仕様, 27 

概要, 27 

仕様 

ワイヤレスカード, 27 

技術, 34 

磁気ストライプリーダー", 26 

住所、Elo TouchSystems, 46 

入力/出力（I/O）パネルへのアクセス, 24 

制御、場所の図, 20 

取り付けオプション, 19 

周辺機器 

追加, 25 

安全性, 32 

技術サポート, 34 

技術仕様, 34 

操作, 20 

有効/無効電源, 23 

梱包内容, 1 

磁気ストライプリーダー（MSR） 

仕様, 26 

概要, 26, 28 

規制情報, 35 

認証, 41, 42 

連絡先, 34 

電子メール、Elo TouchSystems, 46 

電源 

有効/無効ボタンロック, 23 

電話番号、Elo TouchSystems, 34, 46 

顧客サポート, 34 
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www.elotouch.com 

 

以下の最新情報をご覧ください。 

 製品別情報 

 仕様 

 次回イベントのニュース 

 プレスリリース 

 ソフトウェアドライバ 

 タッチコンピュータのニュースレター 

 

 

Elo社への連絡方法 

Elo 社のタッチソリューションに関する詳細情報については、弊社のウェブサイト www.elotouch.com をご覧いた

だくか、最寄のオフィスまでご連絡ください。  

 

北アメリカ 

Elo Touch Solutions Inc. 

1033 McCarthy Blvd 

Milpitas, CA 95035 

USA 

 

 

(800) ELO-TOUCH 

(800) 356-8682 

電話 408-597-8000 

Fax 408-597-8001 

customerservice@elotouch.com 

ヨーロッパ 

Elo Touch Solutions Inc. 

Diestsesteenweg 692 

B-3010 Kessel-Lo 

Belgium 

 

電話+32(0)(16)35 21 00 

Fax +32(0)(16)35 21 01 

elosales@elotouch.com 

アジア太平洋 

Sun Hamada Bldg. 2F 

1-19-20 ShinYokohama 

Kanagawa 222-0033 

Japan 

 

 

電話+86(21) 3329 1385 

Fax: +86(21) 3329 1400 

www.elotouch.com 
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