
User’s Manual
Please read this user’s manual thoroughly to ensure the proper use of this product.

Manuel d’utilisation
Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel pour bien assimiler le fonctionnement de 
l'appareil.

Bedienungsanleitung
Um zu gewährleisten, dass Sie die Bedienung des Geräts verstanden haben, lesen Sie dieses 
Handbuch bitte sorgfältig. 

Manual de usuario 
Lea atentamente el manual de usuario del producto para garantizar un uso adecuado del mismo.

Manuale d'istruzioni
Vi preghiamo di leggere attentamente il manuale d'istruzioni per garantire una corretta comprensione 
delle istruzioni.

Brukerhåndbok
Vennligst les denne brukerhåndbok grundig for å være garantert driftssikker bruk.

Gebruiksaanwijzing
Lees deze gebruikershandleiding grondig door, zodat u de werking ervan begrijpt en correct gebruik 
verzekerd is.

Instruções do proprietário
Leia atentamente o presente manual do utilizador para garantir a utilização correcta por via da sua 
compreensão.

使用说明书
请仔细阅读本《使用说明书》，在理解的基础上正确使用。

사용 설명서 
본 사용자 설명서를 잘 읽으시고 이해하신 후 , 올바르게 사용해 주십시오 .

Bruksanvisning
Läs denna bruksanvisning noga för att förstå alla instruktionerna för ett korrekt bruk.

Руководство пользователя 
Пожалуйста, внимателъно прочтите данное руководство полъзователя для ознакомления и 
нравильно использования.

Käyttäjän ohjekirja
Lue käyttäjän ohjekirja huolellisesti varmistaaksesi, että ymmärrät miten laitetta käytetään oikein.

Podręcznik użytkownika 
Przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem niniejszy podręcznik użytkownika, aby zapewnić prawidłowe 
użytkowanie urządzenia.

取扱説明書
本品をより安全にご利用いただくため、ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、ご理解の
うえ正しくご使用ください。

Kullanma Kılavuzu (özet)
Bu ürünü doğru kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu iyice okuyun.

使用說明書
請仔細閱讀使用說明書，務求正確使用本產品。

FINGER TOUCH UNIT
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日
本
語

●		本書の内容に関しては、製品の仕様を含め、予告なしに変更す
ることがあります。

●		誤ったご使用や通常の範囲を超える取り扱いによる危害や損害
については、いかなる場合も弊社は責任を負いませんのでご了
承ください。

お知らせ
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お知らせ •	本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更
することがありますので、ご了承ください。
•	本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様の製品とは若干の
相違がある場合があります。
•	本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
•	本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。

このたびは、本品をお求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、本
書と液晶プロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご理解のうえ正し
くご使用ください。	
お読みになった後は、大切に保管してください。

フィンガータッチユニット

FT-02

取扱説明書
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表示について
製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害
を未然に防止するために、本書は以下のような表示をしています。よくお読みに
なり、ご理解のうえ、製品をご使用ください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡ま
たは重傷を負う可能性があります。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を
負ったり物的損傷を発生する可能性があります

「注意」を示します。
この記号の後に続けて「気をつけなければならない」こと
を記載しています。

「禁止」を示します。
この記号の後に続けて「してはいけない」ことを記載してい
ます。

「強制」を示します。
この記号の後に続けて「必ず行わなければならない」ことを
記載しています。

概要
•		プロジェクターの説明書に本品が別売品として指定されている場合は、本品をそ
のプロジェクターで使用できます。

•		本品をスクリーンに設置すると、指をスクリーンにタッチする動作により、コンピュ
ータの操作や描画を行うことができます。

本品の対象機種については、ホームページにてご確認ください。



3

日
本
語

警告
■	本品はクラス１レーザー機器です。
•		レーザー光は眼に当たると視覚障害の原因となります。
•	出射口をのぞかないでください。
•	レーザー光を人に向けないようにしてください。
•		フィンガータッチユニットはスクリーンに正しく固定してご使用ください。

■		異常が発生したら、すぐにUSBケーブルを抜く
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
次のような場合はすぐに使用を中止し、フィンガータッチユニットまた
はコンピュータからUSBケーブルを抜いて販売店にご相談ください。
•		煙が出ている、へんな臭いがする、へんな音がする。
•		内部に異物や液体（金属や水など）が入った。
•	落とした、強い衝撃をあたえた。
•		本機や接続しているケーブル類に損傷がある。
お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。
■	子どもやペットに注意する
誤った取扱いは、火災、感電、けが、やけど、視力障害などの原因となりま
す。また、小さな部品は、お子様やペットが飲み込むおそれがあります。お子
様やペットが届かないところに設置、あるいは保管してください。
万一、飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

■	異物や液体を入れない
火災や感電の原因となります。また可燃性の気体や液体が内部に入ると、
引火して爆発を引き起こし、火災やけがの原因となります。
ぬれたものや小さなもの、気体や液体が入っているものを本機の近くに
置かないでください。本機の周辺でスプレー（エアゾール製品）を使用し
ないでください。
万一、異物や液体が入ってしまったら、すぐに使用を中止し、USBケーブル
を抜いて販売店にご連絡ください。

■	ぬらさない
本機や電源ケーブルなどがぬれると火災や感電の原因となります。
水を掛けたり、風呂場やシャワー室など水や雨、水滴の掛かる場所に置い
たりしないでください。
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警告
■	不安定な設置をしない、衝撃をあたえない
ぶつけたり落としたりするとけがや破損、故障の原因となります。また、そ
のままご使用になると火災や感電の原因となります。万一、衝撃をあたえ
てしまったら、すぐに使用を中止し、USBケーブルを抜いて販売店にご連
絡ください。

■	油を使用する場所に置かない
油煙などにより油が付着し、故障、火災や感電の原因となります。
また、プラスチックの劣化により、高所設置からの落下など、けがの原因
となります。
•		調理台のある場所や機械油などを使用する場所に設置しないでください。

■	分解しない、改造しない
•		内部にはレーザー発生装置があり、眼に当たると視覚障害の原因となり
ます。

•		内部の点検、調整、修理、お手入れは販売店にご依頼ください。
■	ケーブルは所定のものを使用する
仕様の合わないケーブルを使用すると、火災や感電、故障や電波妨害の
原因となります。
本機に同梱されているものは、傷や損傷が無いことをご確認のうえ、必ず
同梱品をご使用ください。同梱品以外のケーブルは、販売店にご相談のう
え適切なものをご使用ください。

■	お手入れするときはケーブルを抜く
ケーブルを接続したままでお手入れすると、火災や感電の原因となります。
お手入れするときは、電源を切り、ケーブルを抜いてください。

■	電子機器やペースメーカーなどの医療機器に近づけない
マグネットを使用しているため、近づけると機器の誤動作を誘発する恐れ
があります。
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注意
■	高温になるところに置かない
高温になるところに置くと、内部温度が上がり過ぎ、火災や故障の原因と
なることがあります。また、熱や温風を当てると本体が傷む原因となるこ
とがあります。
•	熱源の近くや直射日光、温風が当たるところには置かないでください。
•	本機や付属品を電子レンジに入れないでください。
•	布などを被せたりしないでください。
■	湿気、ほこりの多いところ、煙の当たるところ、塩害のおそれのあると
ころに置かない
内部にほこりなどがたまると、火災や感電の原因となったり、故障や動作
不良の原因となることがあります。湿気やほこりの多いところには置かな
いでください。また超音波式加湿器などで、水道水に含まれる塩素やミネ
ラル成分が霧化されて本機に付着すると、故障や動作不良の原因となる
ことがあります。

■	ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー
放射の露光に結びつくことがあります。

■	磁気カード、メモリーディスク等の磁気記録媒体を近づけない。
マグネットを使用しているため、記録情報を破壊することがあります。
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お知らせ •	無線送信機、テレビ、複写機、冷暖房機器などの電磁波や、
無線周波数が発生するおそれのある機器の近くには設置しないでください。
•	ほこりの多い場所や、温度、湿度が極端に高い場所や低い場所は避けてくだ
さい。
•	フィンガータッチ機能は赤外線を利用して位置検出を行っていますので、ス
クリーン表面に直射日光のあたる場所でのご利用は避けてください。また、フィ
ンガータッチ機能を使用している近くで赤外線波長が出る機器（白熱電灯、ハ
ロゲンランプ、プラズマディスプレイ、モーションセンサー、自動照明センサー
等）が使用されている環境では、誤動作する可能性がありますのでご了承願い
ます。
•	インバータ蛍光灯の近くに設置、あるいはスクリーンにインバータ蛍光灯の
光が当たっていると、フィンガータッチ機能がなめらかに動かない場合があり
ます。
•	光源や直射日光などの強い光を避けて設置してください。フィンガータッチ
センサー（カメラ）やスクリーンに強い光が当たると、フィンガータッチ機能
が正常に働かないことがあります。
•	デジタルズームを最も大きくし (100%)、キーストンとコーナーフィット機
能を使用していない状態での画面サイズが 110	インチ（WXGA) となる位置
に設置して使用してください。キーストンまたはコーナーフィット機能を使用
した場合には、補正した後の表示している画面サイズが 110	インチ（WXGA)
の場合でも、フィンガータッチの位置が正しく画面に反映されない、またはフィ
ンガータッチの操作に反応しない場合があります。

古い機器や電池の取り扱いは、EU やリサイクルシステムを使用している
国 / 地区のみ適用されます

このマークは廃電気電子機器指令 2012/19/EU	(WEEE)	に準拠してい
ます。これは使用済み電池や廃電池を含む機器について、地方自治体の
非分別の廃棄物として処分するのではなく、利用可能な回収システムを
使用するよう要求するものです。機器に含まれる電池に化学記号Hg、
Cd、または Pbの表示がある場合は、電池が 0.0005%以上の水銀、
0.002%以上のカドミウム、または 0.004%以上の鉛重金属を含むこ
とを示します。

バッテリーマーク :	このマークは化学記号と共に使用されることがあり
ます。その場合は、含有化学物質指令により定められる要求に準拠して
います。
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次ページ以降の図では、品名を記号で表しています。

箱の中に下表のものが同梱されているかご確認ください。万一不足しているものが
あれば、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

同梱品の確認

記号 品名 数量 外観

A
フィンガー
タッチ
ユニット	
(FT-02)

1

B USBケーブル 1

C 両面テープ 2

D マグネット
シート ３

E クッション 1

F 固定ねじ ２

G 調整バー ４

H 反射防止バー 12

I 取扱説明書
（本書） １

J スペーサー 2

※通常利用では使用しません。詳細は p.25 を参照してください。

※
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各部の名称と働き
調整ノブ
赤外線レーザー光の高さや角度を調整するためのノブです。

警告
■		本品はクラス１レーザー機器です。
•	レーザー光は眼に当たると視覚障害の原因となります。
•	出射口をのぞかないでください。
•	レーザー光を人に向けないようにしてください。

USB(B-type) ミニコネクタ
プロジェクターのオプション端
子と接続します。

レーザー出射口
赤外線レーザー光を出力する窓です。

カバー
フィンガータッチユニットの設置・調整
の後に取り付ける保護カバーです。

レーザー レーザー評価基準 :
		JIS	C	6802:	2014
内蔵のレーザーダイオードの仕様
		最大出力	:	210mW
		波長	:	940nm
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設置の注意点
•		プロジェクターの説明書に本品が別売品として指定されている場合は、本品
をそのプロジェクターで使用できます。他のプロジェクターには使用できま
せん。

•		本機を使用する場合は、天吊金具、または、机上投写金具にプロジェクター
を設置してください。据置設置では使用できません。

•		反りや歪みが 2mm	以内の平坦なスクリーンに本品を設置してください。
スクリーンの反りや歪みによって、フィンガータッチユニットが発生する赤外線
レーザー光が遮断され、フィンガータッチ機能が動作しない可能性があります。
また、フィンガータッチユニットが発生する赤外線レーザー光とスクリーン表
面との間隔が離れ過ぎ、意図通りの操作ができなくなる可能性があります。

設置

2mm	以下

スクリーン表面 定規

スクリーン表面 定規

2mm	以下

2mm	以下
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プロジェクター表示画面の上部中央にフィンガータッチユニットを設置してくだ
さい。
フィンガータッチユニットのレーザー出射口とプロジェクター表示画面との間隔は
50	～	100mm	としてください。
スクリーンの左右端および下端では、スクリーン枠の反射による誤動作を防ぐため、
プロジェクターの表示画面端とスクリーン端との距離を 50mm	以上離してくだ
さい。

注意
本機を壁面に設置しないでください。
壁面の塗装および壁紙が剥がれるおそれがあります。

フィンガータッチユニットの設置が両面テープまたはねじで固定の場合は、
カバー着脱のために 20mm以上のスペースをあけてください。

50mm50mm

50
m

m

50~100mm

20mm
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①	カバーの取外し
フィンガータッチユニット(A)	から、カバー(a)	を外してください。

本機の据付方法

警告
・	お客様による設置作業は絶対に行わないでください。設置作業は必ず
販売店またはサービス会社にご依頼ください。
・	設置不備、取り扱い不備による事故、損傷については、弊社は一切責
任を負いませんのでご了承ください。

指をかけ、下に引っぱりながらカバーを外してください。

(a)

初めて使用する際は、調整ノブを緩め、スペーサーを外してください。
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② フィンガータッチユニットの据付
フィンガータッチユニット(A)	は、以下の３方法のいずれかにて固定してください。

注意
○	

取付けられるところ
×

取付けられないところ

•	凸凹のないなめらかな面
•	凸凹面、ざらざら面、曲面

•		壁紙 (	ビニール製、布製、紙製 )、土壁、
砂壁

お知らせ •	撤去等でフィンガー
タッチユニットを取り外す場合は、(c)
部を引っぱると両面テープが外れます。

(1)	両面テープによる据付
•		両面テープ (C)	のはくり紙 (赤い面 )	
をはがし、図のようにガイドラインを
目安にしてフィンガータッチユニット
に 2枚貼ってください。

•		クッション（E）の裏紙をはがし、フィ
ンガータッチユニットの凹部に貼り付
けてください。

•		はくり紙 (	黒い面 )	をはがし、据付場
所に圧着してください。

黒い面
” かべ面” ,	” WALL	side” ,	"Côté	MUR",	"lado	de	la	PARED" 表示あり

圧着

両面テープ (C)

3Mが見えるよう
に出してください

赤い面

3M

3M

クッション	(E)

ガイドライン

両面テープ (C)

(c)部

(c)部

3M
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② フィンガータッチユニットの据付	( つづき )
(2)	マグネットシートによる固定
•		マグネットシート (D)	のはくり紙をはがし、図のようにガイドラインを目安に
してフィンガータッチユニットに３枚貼ってください。

•		クッション（E）の裏紙をはがし、フィンガータッチユニットの凹部に貼り付
けてください。

•	固定場所 (	金属 )	に、固定してください。

注意
マグネット固定は平坦な金属面とし、凸凹のある金属面には固定しな
いでください。

(3)	ねじによる据付
•	スペーサー裏面の紙をはがして穴に貼り付けてから、ねじ止めする。
•	固定ねじ (F) ２本にて固定してください。
締め付けトルク :0.98N	•	m(10kgf	•	cm)

固定ねじ (F)

マグネットシート	(D) クッション	(E)

ガイドライン

129.5

Φ3.5

56

スペーサー (J)
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③	USB	ケーブル (B)	の接続
(1)	プロジェクターのオプション端子のカバーをプラスドライバーを使用して外
します。フィンガータッチユニット (A)	とプロジェクターのオプション端子を
USBケーブル (B)	で接続してください。

プロジェクター端子パネル

注意
USBケーブルの接続はプロジェクターが電源に接続されていないことを確認して
行ってください。必ずプロジェクターのオプション端子に接続してください。プロ
ジェクターが電源に接続された状態でUSBケーブルをUSB TYPE A端子に接続
すると、いきなりレーザー照射がはじまるので注意してください。

■		オプション端子のカバーは、お子様やペットが飲み込むおそれがあります。お
子様やペットが届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合はす
ぐに医師にご相談ください。

(2)	プロジェクターの	「取扱説明書 -	詳細版 -	」応用編	の使用時の接続方法を参
照し、コンピュータとプロジェクターとを接続してください。

USBケーブル (B)

オプション端子

お知らせ •	同梱のねじは薄板、木材用です。

注意

２ｍ以上の高さに据付ける場合は、必ずねじを使用してください。
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10
3

10

落下防止バーを使う
本機は、落下防止用に市販のワイヤーなどが使用できる落下防止バーを備えてい
ます。

落下防止バー

ワイヤー

設置全体イメージ
以下にフィンガータッチユニット設置のイメージを示します。

注意
レーザーはフィンガータッチユニットから放射状に出力されます。図に示すエ
リア内からレーザー出射口をのぞかないようにしてください。レーザー光は眼
に当たると視覚障害の原因となります。

レーザー

フィンガータッチユニット

スクリーン

注意
両面テープおよびマグネットシートによる据付は、落下防止バーを使い落下防
止をしてください。
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フィンガータッチユニット調整手順
(1)		プロジェクター付属リモコンのメニューボタンを操作し、詳細メニュー	->IWB	

->	IWB設定	を選択してください。

(2)  指操作をオンに設定してください。
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(3)  引き続きカメラ表示を実行してください。

(4)  プロジェクター内蔵カメラの撮影画像が表示されます。

*	:		内蔵カメラの撮影画像は周期的に点滅することがありますが、故障ではあ
りません。
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(5)		プロジェクター表示画面の左右端に、同梱品の調整バー（G)を固定してくださ
い。	調整バーの白い印刷面をフィンガータッチユニットの方向に向け、付属
の両面テープを用いて固定してください。

調整バー	(G)

(6)		調整ノブ①②③全てをケースから約 8mm	浮かせてください。

約 8mm

1

23
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(7)		画面内にReflection	Line	が表示されるまで、調整ノブ③を反時計回りに回し
てください。

(8)		調整ノブ②を反時計回りに回し、Reflection	Line	を水平にしてください。

(9)		調整ノブ①を反時計回りに回し、Reflection	Line	を上下中央付近に移動してく
ださい。

3

2

1



20

(10)		もしも、Reflection	Line	が水平でなければ、調整ノブ②もしくは③を回して
Reflection	Line	を水平にしてください。

(11)		スクリーン右下および左下の調整バーがそれぞれ１点のみ発光するまで、調整
ノブ①を反時計回りに回してください。

(12)		スクリーン右下および左下の調整バーがそれぞれ２点発光するまで、調整ノブ
①を時計回りに回してください。

お知らせ •	レーザー出射口が光っていない場合は故障している可能性
があります。

23

1

1
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(13)		プロジェクターの表示画面に指をタッチし、指先とスクリーンとの間隔が
約 5mm以下になると、表示画面内の指先が光ることを確認してください。

(14)		調整ノブに触れないよう、静かにカバーを装着してください。

(15)		調整バーをスクリーンから取り外してください。

(16)		リモコンの▶	ボタン	を押し、カメラ表示を終了してください。

(17)		リモコンのインタラクティブボタンを押した後、[自動キャリブレーション ]を選
択し、自動キャリブレーションを実行してください。自動キャリブレーション
が失敗した場合は、[手動キャリブレーション ]を選択し、プロジェクター付
属のペンを用いて手動キャリブレーションを行ってください。

お知らせ •	赤外線レーザー光とスクリーンとの間隔が広過ぎる場合は、
調整ノブ①・②・③全てを時計回りに回し、再度 (7) から (13) の調整を行っ
てください。
•	赤外線レーザー光とスクリーンとの間隔が狭過ぎる場合は、調整ノブ①・②・
③全てを反時計回りに回し、再度 (7) から (13) の調整を行ってください。

お知らせ •	フィンガータッチユニットをマグネットシートにて固定し
ている場合、カバーの取り外し時にフィンガータッチユニットが一緒に外れる
ことがあります。

以上でフィンガータッチユニットの調整は完了です。
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基本的なフィンガータッチ操作
フィンガータッチ操作により、プロジェクター表示画面への描画およびコン
ピュータのマウス操作を行うことができます。操作方法は、「取扱説明書 -	詳細
版 -」応用編のインタラクティブ機能を参照してください。Windows®コンピュー
タの主な操作は下記の通りです。
•	左クリック
スクリーンを指でタッチするとクリック操作となります。

•	ダブルクリック
クリック操作を素早く２回行うとダブルクリックとなります。

•	右クリック
スクリーンの同じ場所を２秒間指でタッチし続けると、マウスの右クリック操
作となります。

•	ドラッグ
スクリーンを指でタッチしたまま、指を移動してください。

フィンガータッチ機能をご使用にならない場合は、インタラクティブ機能の誤
動作防止および消費電力低減のため、詳細メニュー	->	IWB	->	IWB設定の指
操作を「オフ」に設定してください。

点検とお手入れ
フィンガータッチユニットのお手入れ
1.		プロジェクターの電源を切り、フィンガータッチユニットのUSB ケーブルを抜い
てください。

2.		乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
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故障かなと思ったら

警 告 異常が発生した場合は、すぐにケーブルを抜き販売店にご相
談ください。

故障と間違えやすい現象について
修理をご依頼になる前に、下表に従ってご確認のうえ、必要に応じて処置してく
ださい。

現象 確認内容 参考頁
フィンガー
タッチ機能が
動作しない

プロジェクターとスクリーンが近づき過ぎていません
か？
デジタルズームを最も大きくし (100%)、キーストンと
コーナーフィット機能を使用していない状態での画面サ
イズが 60-110	インチ（WXGA) となる位置に設置して
使用してください。

6

フィンガータッチの位置合わせを行いましたか？
プロジェクターのメニューからキャリブレーションを
行ってください。

－

プロジェクターとスクリーンを次のような場所で使用し
ていませんか？
・	白熱電球、ハロゲンランプなど赤外線成分を強く含む
光源の近く。

・直射日光が当たる場所。
・インバータ蛍光灯の近く。
・赤外線ワイヤレスマイクの近く。

6

周囲光がスクリーンに当たっていませんか？
照明を暗くするかカーテンを用いて、できる限りスク
リーンに周囲光が当たらないようにしてください。

6

スクリーンとセンサーを遮断していませんか？
プロジェクター上面のセンサー部とスクリーンの間を遮
らないようにしてください（透明なものやメッシュ状の
ものもＮＧです）。例えば、盗難防止用のケージ等でレ
ンズのみが外に出る形の場合はインタラクティブ機能が
正常に動作しません。

－

カメラのレンズが汚れていませんか？
もしも、カメラのレンズが汚れていた場合は、レンズク
リーニングクロスで汚れを拭き取ってください。

－



24

現象 確認内容 参考頁
フィンガー
タッチ機能
が動作しない
（つづき）

レーザー出射口が光っていない場合は故障している可能
性があります。 20

IWB設定メニューの指操作が「オフ」に設定されていま
せんか？
フィンガータッチ機能をご使用される際は指操作を「オ
ン」に設定してください。

16

指先とカー
ソルが一致
しない

フィンガータッチの位置合わせを行いましたか？
プロジェクターのメニューからキャリブレーションを
行ってください。

－

プロジェクターが傾いて取り付けられていませんか？
プロジェクターを水平に正しく設置したあと、キャリブ
レーションを行ってください。

－

フィンガー
タッチの動
作が不安定
である、ある
いは止まる

本機が使用している電源と同じ電源から消費電力の大き
い他の電気製品を使用していませんか？
同じ電源で消費電力の大きい電気製品を使用している場
合は、使用する電源を別々にしてください。

－

フィンガータッチユニットの調整がずれている場合があ
ります。
再調整を行ってください。

－

スクリーンサイズが最適でない場合があります。
IWB	->	IWB	設定	->	IWB	モードにカーソルをあわせ
てリモコンのリセットボタンを 3秒押すと、スクリーン
子メニューが表示されます。実施に表示している画像の
サイズ (	インチ )	にあった数値をお選びください。本設
定変更後に IWB	メニューからキャリブレーションを再
度実行してください。

－

故障かなと思ったら (つづき )
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現象 確認内容 参考頁
フィンガー
タッチの動
作が不安定
である、ある
いは止まる
（つづき）

スクリーン周囲の障害物にレーザーが反射して誤動作し
ている可能性があります。
フィンガータッチユニット調整手順（16）に沿って（4）
まで実施し、配置ビューを表示してください。
図のようにスクリーン周囲に発光している障害物がある
場合は下記を実施してください。
・スクリーン周囲の障害物を取り除き、発光しなくなる
ことを確認してください。
・障害物が移動できない場合は反射防止バー（H）を反
射物とフィンガータッチユニットの間に貼り付けて発光
しなくなることを確認してください。

15

上記以外
・プロジェクターの電源を一度抜いて再度挿入してくださ
い。
・Windows®	を再起動してください。

－

反射防止バーの裏面のはくり紙をはがし据付場所に貼り付けてください。

故障かなと思ったら (つづき )

注意
・反射防止バーは取り外さないでください。テープの粘着が弱くなります。
・反射防止バーは取り外さないでください。貼り付け面が破損する場合があります。
・反射防止バー上にテープを貼ったりすると正しく機能しません。

反射防止バー
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現象 確認内容 参考頁
フィンガー
タッチの位
置合わせが
うまくでき
ない

フィンガータッチユニットおよびプロジェクターは正し
く設置されていますか？
それぞれの取り付け位置をご確認ください。

10

スクリーン内にコンピュータの画面を投影していますか？
デジタルズームを最も大きくし (100%)、キーストンと
コーナーフィット機能を使用していない状態での画面サ
イズが 60-110	インチ（WXGA) となる位置に設置して
使用してください。キーストンまたはコーナーフィット
機能を使用した場合には、補正した後の表示している画
面サイズが 110	インチ（WXGA) の場合でも、フィンガー
タッチの位置が正しく画面に反映されない、またはフィ
ンガータッチの操作に反応しない場合があります。

6

拡大機能により部分拡大表示していませんか？
リモコンの拡大 OFFボタンを押し、通常表示に戻して
ください。

－

「アスペクト」設定が「リアル」かつコンピュータの出
力信号解像度が 1280	x	800	より大きくありませんか？
「アスペクト」設定を「ノーマル」にするか、コンピュー
タの出力信号解像度を1280	x	800	以下としてください。

－

周囲光がスクリーンに当たっていませんか？
照明を暗くするかカーテンを用いて、できる限りスク
リーンに周囲光が当たらないようにしてください。

6

自動キャリブレーションはスクリーンに人の影が入ると
失敗することがあります。
自動キャリブレーション時はスクリーンから離れてくだ
さい。

－

自動キャリブレーションが何度も失敗する場合は、プロ
ジェクター付属のペンを用いて手動キャリブレーション
を実施してください。

－

故障かなと思ったら (つづき )
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項目 仕様
型式 FT-02
電源／定格電流 DC	5V/400mA
消費電力 2W
使用温度範囲 0～40°C	(動作中)

標準外形寸法 188	(W)	x	86	(H)	x	45	(D)	mm
*		突起部含まず　下図ご参照

質量 約175g

外形図

仕様

商標について：
•	Microsoft®、Windows®は、米国またはその他の国における	Microsoft	Corporation	
の登録商標です。
•	Mac®、Macintosh®およびMac	OS®は	Apple	Inc.	の登録商標です。
その他の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

188 45

86
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