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本書について
HUAWEI MateView GTの利用を開始する前に、本書をよくお読みください。
本書の本文中においては、「HUAWEI MateView GT」を「本製品」と表記しています。本書に記
載されている一部のコンポーネントは、デバイスに付属していない場合があり、別途購入する必
要があります。本書に記載されている一部の機能は、他のコンポーネントと一緒に使用した場合
にのみ利用できます。本書に記載されている図やグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）
は、実際とは異なる場合があり、図はすべて参考程度にご利用ください。
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モニターの設定

1 段ボール箱を開梱し、発泡スチロールの矢印を上に向けて箱を水平に置きます。箱からデバ
イスと発泡スチロールを取り出し、水平に置きます。発泡スチロールから台座の支柱を取り
出します。

ZQE-CBAモニターの場合、台座と支柱をネジで連結する必要もあります。
2 台座の支柱の上端を傾けてモニター背面の穴に挿し込み、台座の支柱を下に押します。カチ

ッという音がすると正しく設定されています。
3 組み立てたモニターを両手で持ち、平机の上に置きます。画面が損傷しないように、モニタ

ーを持つときは、画面を押さないでください。
台座の支柱からモニターを取り外す
モニターを下に向けて元のパッケージの湾曲した発泡スチロールの上に置き、モニター背面のク
イックリリースボタンを上方向に押して、モニターから台座の支柱を持ち上げます。
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台座の支柱を取り付ける前に、モニター背面の支柱に鉄製の物が触れていないことを確認し
てください。そのようなものがあると、ショートする可能性があります。

モニターの設定
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外観とポート
• 設定は、モニターのモデルによって異なります。
• 以下のセクションに記載されているUSB-C to USB-CケーブルおよびUSB-C to USB-Aケー

ブルは、ZQE-CAAモニターに付属しています。非標準のケーブルを使用すると、一部の機
能を利用できない場合があります。
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1* マイク
ビデオ会議、音声電話、録音に使用されます。

• マイクを使用するには、USB-C to USB-CケーブルまたはUSB-C to USB-Aケー
ブルを使用してモニターをコンピュータに接続します。

• このコンポーネントがあるのはZQE-CAAモニターのみです。
2 5方向ボタン

• モニターのオン/オフを切り替え、インジケータとして機能します。
• このボタンを上方向に押します。モニター画面にブランドのロゴが表示された後、

インジケータが点滅してからモニターがオンになります。
• このボタンを上方向に3秒以上長押しします。インジケータがオフになってからモ

ニターがオフになります。
• モニターが動作しているとインジケータはオフです。
• モニターがスタンバイモードになっているとインジケータは点滅します。

• モニターの設定を調整します。詳細は、「OSDメニューの設定」セクションを参照し
てください。

• ボタンをロックまたはロック解除します。モニターの電源がオンで、オンスクリーン
表示（OSD）メニューが開いていないときに、メッセージが表示されるまで、画面に
向かってこのボタンを押します。これで、ボタンをロックまたはロック解除できます。

3* サウンドバー
• 内蔵スピーカーから音を出します。
• スピーカーの音量を調整します。

• スピーカーの音量バーを画面に表示するには、サウンドバーのタッチエリアを1本の
指でタップします。音量を調整するには、サウンドバーのタッチエリアを1本の指で
左または右にスワイプします。

• スピーカーの消音/消音解除を切り替えるには、サウンドバーのタッチエリアを1本
の指でダブルタップします。

• 照明効果を表示します。
このコンポーネントがあるのはZQE-CAAモニターのみです。ZQE-CBAモニター
では、この位置に標準の支柱が付属しています。

4 USB-C 電源ポート
電源アダプターに接続してモニターに電力を供給します。

外観とポート
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5 HDMIポート
HDMIポート経由でコンピュータなどの機器に接続します。

6 ディスプレイポート（DP）
DP経由でコンピュータなどの機器に接続します。

7* USB-Cポート
• PD 5V 2A に対応するデバイスを充電します。
• USB-C to USB-Cケーブルを使用してスマートフォンやタブレットなどのデバイスに接

続することで、有線投影に対応します。
このコンポーネントがあるのはZQE-CAAモニターのみです。

8* ヘッドセットジャック
ヘッドセットに接続します。

このコンポーネントがあるのはZQE-CAAモニターのみです。

外観とポート
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壁面設置
ZQE-CAAモニターの場合、壁面設置した状態ではサウンドバーを使用できません。

• オプションで本製品の壁掛けを利用できます。お近くの販売店に問い合わせて、推奨される壁
掛け用ブラケットをご購入ください。本製品の背面に壁掛け用ブラケットを慎重に取り付け
てください。床面と垂直の耐荷重が十分にある壁面に壁掛け用ブラケットを設置してくださ
い。その他の建材に本製品を取り付ける場合は、壁掛けの説明について有資格者にご確認くだ
さい。壁掛けの設置についての詳細は専門業者にご相談ください。外部デバイスに接続する
のに十分なスペースがある 壁に本製品を適切に固定できる場所で、壁掛け用ブラケットを使用
してください。

• 本製品の穴が物で塞がれないようにするとともに、放熱のために本製品の周囲には10cm以上
のスペースを 空けてください。

• 本製品を移動または設置する前に、電源を切ってください。これに従わないと、感電するおそ
れがあります。

• 壁掛けに本製品を設置する前に、スタンドの取り付けと逆の手順に従ってスタンドを取り外し
てください。

• 天井または傾斜した壁に本製品を設置した場合、落下して重傷事故につながるおそれがありま
す。正規の壁掛けを利用し、お近くの販売店または有資格者にご確認ください。これに従わな
いと、保証対象外になります。

• ネジを強く締めすぎないでください。締めすぎると本製品が損傷し、保証が無効になるおそれ
があります。

• けがを防止するために、設置の説明に従って、この器具を床面/壁面に確実に取り付ける必要が
あります。

• 以下の仕様を満たすネジと壁掛けを使用してください。誤用または不適切なアクセサリの使
用に起因する損傷または負傷は、保証対象外になります。

モデル ZQE-CAA ZQE-CBA

ネジ

径（mm） M4 M4
長さ（mm）
壁掛けの厚さが2mmの場合 10 10

数量 4 4
VESAネジ穴仕様（A x B）（mm） 100 x 100 100 x 100
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B

壁面設置
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コンピュータなどのデバイスへの接続
• デバイスに付属していない一部のコンポーネントやケーブルは、別途購入する必要があり

ます。
• 標準のケーブルは、本製品のモデルによって異なります。

本製品背面下部の保護カバーを開いて、ポートを確認します。ケーブルの種類に応じて、コンピ
ュータなどのデバイスに本製品を接続できます。

• ポートの下に本製品の銘板が貼られていて、銘板にはS/Nなどの情報が記載されています。
• ケーブルを接続したら、ケーブルを整理し、ポートにほこりが入らないように保護カバー

を取り付けることをお勧めします。
• 必要に応じて、ディスプレイの傾きと高さを調整できます。

DP ケーブルまたは HDMI ケーブルの接続
1 DPケーブルまたはHDMIケーブルの一方の端をモニターのDPポートまたはHDMIポートに接

続し、もう一方の端をコンピュータのDPポートまたはHDMIポートに接続します。
ZQE-CAAモニターのマイクを使用する場合は、本製品をコンピュータに接続するための
USB-C to USB-Aケーブルも必要になります。

2 その他のケーブル（電源ケーブルなど）を本製品とコンピュータに接続した後、本製品とコ
ンピュータの電源をオンにします。ディスプレイ画面が点灯したら、正常に接続されていま
す。

USB-C to USB-C ケーブルの接続
• この接続の対象となるのはZQE-CAAモニターのみです。
• モニターに付属しているUSB-C to USB-Cケーブルを使用することをお勧めします。非標

準のケーブルを使用すると、一部の機能を利用できない場合があります。
• 外部デバイスのUSB-Cポートは、表示、データ伝送、充電に対応するポートでなければな

りません。
• この接続は、接続済みのデバイス（ノートパソコン、スマートフォンなど）の充電に対応

します。
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コンピュータへの接続
1 USB-C to USB-Cケーブルの一方の端を本製品のUSB-Cポートに接続し、もう一方の端をコン

ピュータのUSB-Cポートに接続します。
この接続では、本製品のマイクを使用できます。

2 その他のケーブル（電源ケーブルなど）を本製品とコンピュータに接続した後、本製品とコ
ンピュータの電源をオンにします。ディスプレイ画面が点灯したら、正常に接続されていま
す。

スマートフォン/タブレットへの接続
1 USB-C to USB-Cケーブルの一方の端を本製品のUSB-Cポートに接続し、もう一方の端をスマ

ートフォン/タブレットのUSB-Cポートに接続します。
2 本製品を電源に接続し、5方向ボタンを上方向に押して本製品の電源をオンにします。その

後、スマートフォン/タブレットの画面がディスプレイに投影されます。スマートフォン/タブ
レットで操作を行うと、その画面がモニターに同期表示されるため、大画面での視聴体験が
可能になります。

コンピュータなどのデバイスへの接続
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OSD メニューの設定

本製品がコンピュータなどのデバイスに接続されてオンになった後、自動的に本製品の設定が行
われて 適化されます。
以下のように、OSDメニューを開き、画面に向かって設定を変更できます。
1 5方向ボタンを上方向に押してOSDメニューを開きます。
2 OSDメニュー画面で、説明のとおりに5方向ボタンを操作して設定を変更します。

 ボタンを前方、後方、左方向、右方向に押してオプションを切り替えます。

 上位メニューに戻るか、OSDメニューを終了するには、ボタンを左方向に押します。

 設定を確認するには、ボタンを上方向または右方向に押します。
OSD メニューの説明

OSDメニューは、モニターのモデルによって異なります。
レベル1メニュー レベル2メニュー 説明

GamingVision
ゲームアシスト ゲームシナリオでは、以下の補助設定を行うことが

できます。
暗視野制御：暗いシーンや被写体を識別しやすくす
るために、画像の濃い色相を改善するようにモニタ
ーのガンマカーブを調整できます。
リフレッシュレート：この機能を有効にすると、リ
フレッシュレートが表示されます。
十字線：この機能を有効にすると、画面に十字線が
表示されます。
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ピクチャーモー
ド

必要に応じて適切なピクチャーモードを選択できま
す。以下の操作をお勧めします。
風景画像を閲覧する場合は、風景 を選択します。
ムービーを見る場合は、ムービー を選択します。
コンピュータで画像を閲覧する場合は、SRGB を選択
します。
リアルタイム戦略ゲームをプレイする場合は、RTS
を選択します。
一人称視点のシューティングゲームをプレイする場
合は、FPS を選択します。
多人数同時参加型のオンライン対戦ゲームをプレイ
する場合は、MOBA を選択します。
その他のアイテムを調整する場合は、カスタム を選
択します。
P3画像を閲覧する場合は、P3 を選択します。

照明効果 サウンドバーの照明効果を 常にオン または パルス
に設定し、照明効果の色と速度を調整できます。

色
明るさ 値の範囲は0 ～ 100です。
コントラスト 値の範囲は0 ～ 100です。
色温度 これを 標準、寒色、暖色 のいずれかに設定できま

す。
または、赤, 緑、青 を カスタム の0 ～ 100の範囲の値
に設定できます。

低ブルーライト この機能を有効または無効にすることができます。
長時間閲覧する場合は、目の疲労を防止するた
めに、この機能を有効にすることをお勧めしま
す。この機能を有効にすると、画面がやや黄色
味がかった色調になります。

画像
OD この機能はドライバーアクセラレーションテクノロ

ジーを使用して応答時間を短縮します。値の範囲は
0 ～ 4です。値が大きいほど、応答が速くなります。

スケーリング これを 全画面、比例スケーリング、オリジナルサイ
ズ のいずれかに設定できます。

入力元
HDMI-1 モニターなどのデバイスを接続するケーブルに応じ

て、対応する入力元を選択します。HDMI-2
USB-C
DP

OSD メニューの設定
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システム設定
音量 スピーカーの音量を0 ～ 100の範囲の値に設定でき

ます。
サウンドモード 適用シナリオに応じて、適切なサウンドモードを選

択します。
この機能はモニターの内蔵スピーカーでのみ有
効です。ヘッドセットなどの外部デバイスが本
製品に接続されている場合、サウンドモードは
変更できません。

マイク マイクの消音/消音解除を切り替えることができま
す。

言語 OSDメニューの言語を簡体字中国語、アメリカ英語、
日本語などの言語に設定できます。

透明度 OSDメニューの透明度を0 ～ 100の範囲の値に設定
できます。

メニューのタイ
ムアウト

OSDメニューの表示時間を10 ～ 100の範囲の値に設
定できます。

ショートカット 画面に向かって上、下、左、右のショートカットを
押します。これらのショートカットは、5方向ボタン
の前方、後方、左方向、右方向にそれぞれ対応しま
す。
4つの方向のいずれかで5方向ボタンを押すと、特定
の機能の設定メニューにすばやくアクセスして設定
を行うことができます。
たとえば、上のショートカットを 入力元、下のショ
ートカットを 照明効果、左のショートカットを 低ブ
ルーライト、右のショートカットを ゲームアシスト
に設定できます。

ボタンのロック この機能はデフォルトでは無効になっています。無
効になっている場合は、5方向ボタンを押して本製品
を設定できます。
有効になっている場合は、5方向ボタンがロックされ
ています。5方向ボタンのロックを解除するには、モ
ニターの電源がオンで、OSDメニューが表示されて
いないときに、メッセージが表示されるまで、画面
に向かってこのボタンを押します。

情報 デバイスのモデルなどの情報を表示できます。
リセット OSDメニューを出荷時設定に戻すことができます。

OSD メニューの設定
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安全上のご注意
この項では本製品の操作に関する重要な内容を記載しています。この製品を安全に使用してい
ただくための情報も説明しています。実際に本製品を使用する前にこうした情報をよくお読み
になってください。
電子機器
本製品の使用が禁止されている場合は、ご使用にならないでください。本製品を使用することに
より、危険を招く場合やその他の電子機器との干渉が発生する場合には、本製品を使用しないで
ください。
医療機器との干渉
• 病院や医療機関で定められた規則に従ってください。使用が禁止されている場所では使用し

ないでください。
• 一部の無線デバイスは補聴器やペースメーカーの性能に影響を与える可能性があります。詳

細はサービスプロバイダにお問い合わせください。
• ペースメーカー製造企業では、ペースメーカーとの干渉を回避するためにペースメーカーとデ

バイスを 低15cm以上離して使用することを推奨しています。
• 本製品の使用が医療機器の動作に干渉するかどうかについては、医療機器メーカーにお問い合

わせください。
ヘッドセット使用時の聴力保護
• 聴力低下を防ぐために、長時間大音量で音楽を聴かないでください。
• 大音量でヘッドセットを使用すると聴力が低下します。聴力の低下を防ぐために、音量を安全

かつ快適なレベルまで小さくしてください。
動作環境
• ほこりや湿気などの多い場所や磁器の近くでのご使用は避けてください。こうした環境で本

製品を使用すると、故障することがあります。
• ケーブルを接続および取り外す前に、本製品の使用を停止して電源を外してください。濡れた

手で操作を行わないでください。
• 雷が鳴り出したら、本製品を保護するために電源を切り、すべてのケーブルを 外してくださ

い。
• 雷が発生している場合、感電を防止し、雷から本製品を保護するために本製品を使用しないで

ください。
• 動作温度は0 °C ～ 35 °Cです。保管温度範囲は-10 °C ～ +45 °Cです。極端に高温または低温に

なると、本製品や付属品が損傷する場合があります。
• 本製品や付属品を火災や感電の危険から保護するために、雨や湿気を避けてください。
• 本製品をヒーター、電子レンジ、ストーブ、給湯器、ラジエータ、キャンドル等、火のそば、

高温の場所に置かないでください。
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• 長時間高温の機器に触れていると、赤い斑点やしみなどの低温やけどの症状が発生することが
あります。

• お子様やペットが本製品や付属品に噛みついたり、誤って飲み込んだりしないようにしてくだ
さい。損傷や発火の原因となります。

• 現地の法律や規則を遵守し、他人のプライバシーや法的権利を尊重してください。
• 本製品の上に物（キャンドルや水が入った容器など）を置かないでください。本製品内に異物

や水が入った場合、すぐに使用を中止して電源を切り、接続されているケーブルをすべて 外し
てください。それからファーウェイ正規のサービスセンターにご連絡ください。

• このデバイスは常に安定を保てる場所に置いてください。そうしないと、デバイスが転倒して
重傷事故または死亡事故につながるおそれがあります。

お子様の安全について
• お子様の安全上の注意事項を必ず遵守してください。子供に本製品および付属品で遊ばせる

と危険です。本製品には窒息の原因となる装着式の部品が含まれています。お子様の手の届
かないところにおいてください。

• 本製品および付属品はお子様による使用を意図していません。お子様が本製品を使用する際
には、保護者の監視の下で使用するようにしてください。

付属品
• 指定品以外の電源アダプタ、充電器、電池パックを使用すると、発火、爆発などの原因となり

ます。
• 本製品の製造メーカーによる本モデルに対応した正規の付属品のみをご使用ください。正規

以外の付属品を使用した場合は、保証の対象外となる場合があります。また現地の法律に違反
しているおそれがあり、危険です。ご利用の地域での正規付属品の利用可否については、販売
店にお問い合わせください。

電源アダプタの安全について
• 電源プラグは端末の断路装置として機能します。
• プラグの着脱が可能な機器については、コンセントの近くに機器を置いて、簡単に接続できる

ようにしてください。
• 未使用時は電源アダプタをコンセントから外し、本製品からも外してください。
• 電源ケーブルが損傷している場合（コードが剥き出しになっていたり、破損している場合）ま

たはプラグが緩んでいる場合は、すぐに使用をやめてください。そのまま使用を続けると、感
電、短絡、火災などの原因となります。

• 濡れた手で電源コードを触らないでください。また電源アダプタを外す際に、電源コードを
引っ張らないでください。

• 濡れた手で電源アダプタに触れないでください。感電、短絡、故障の原因になります。
• 電源アダプタがIEC/EN 62368-1の附属書Qの要件に適合し、国や地域の基準に従って試験され、

承認されていることを確認してください。

安全上のご注意
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掃除とお手入れ
• 本製品および付属品は濡らさないようにしてください。本製品および付属品を乾かす際は、ド

ライヤーなどの熱風を使用しないでください。
• 極端な高温または低温の場所に置かないでください。故障、火災、爆発の原因となることがあ

ります。
• 掃除する際に衝撃を与えないようにしてください。故障、過熱、火災、爆発の原因となりま

す。
• 本製品の使用中に掃除やお手入れをしないでください。必ず本製品の電源を切り、接続されて

いるすべてのケーブルを 外してから行ってください。
• 本製品および付属品を掃除する際に、化学洗剤、パウダー、その他の化学薬剤（アルコールや

ベンジン）は使用しないでください。傷や発火の原因となる場合があります。柔らかい清潔な
布で乾拭きしてください。

• 本製品および付属品を分解、改造しないでください。これは保証の対象外となり、メーカーは
一切の責任を負いません。損傷した場合のサポートおよび修理について、ファーウェイ正規の
サービスセンターにお問い合わせください。

• 本製品の画面が何らかの衝撃で破損した場合、すぐに使用をやめてください。破損した部品に
触れたり、取り外そうとしないでください。すぐにファーウェイ正規のサービスセンターにご
連絡ください。

処分およびリサイクルに関する情報

本製品、印刷物、パッケージに表示されたこの記号は、使用済みの製品を、各自治体によって指
定された分別ごみ収集場所に出す必要があることを示しています。正しく廃棄することにより、
電気電子機器（EEE）廃棄物は価値の高い物質を残したままリサイクルと処理が行われ、人の健
康と環境を保護します。
詳細については、各自治体、販売店、家庭用のごみ処理業者に問い合わせるか、当社のウェブサ
イト（https://consumer.huawei.com/jp/）を参照してください。
有害物質の削減
本製品およびその電気付属品は、電気電子機器での特定の危険物質の使用の制限に関する現地の
適用規則（EU REACH規制、RoHS指令、バッテリー指令（バッテリーが含まれる場合））に準拠
しています。REACHおよびRoHSの適合宣言については、
https://consumer.huawei.com/certification のウェブサイトをご覧ください。

安全上のご注意
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法律上の注意事項
Copyright © Huawei 2021.All rights reserved.
本書に記載されている製品には、Huawei およびライセンス許諾者の著作権のあるソフトウェア
が含まれている場合があります。いかなる方法によっても 上記ソフトウェアを複製、配布、変
更、逆コンパイル、逆アセンブル、暗号解読、抽出、リバースエンジニアリング、貸借、譲渡ま
たはサブライセンス許諾を行ってはなりません。ただし、そのような制限が適用法により禁止さ
れている場合、またはそのような行為が各著作権保持者により承認されている場合を除きます。
商標と許可
HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ は、米国およびその他の国にお
けるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
本書内に記載されるその他の商標、製品、サービスおよび会社名は、それぞれの権利者に帰属し
ます。
注意
本書に記載されている製品とその付属機器の一部の機能は、インストールされているソフトウェ
ア、ローカルネットワークの機能と設定などに依存するため、現地のネットワーク事業者または
ネットワークサービスプロバイダによって 有効にできない場合や制限されていることがありま
す。
そのため、本書に記載される説明は、購入された製品またはその付属品と完全に一致しない場合
があります。
Huawei は、事前通知または法的責任を負うことなく、本書に記載されている情報や仕様を変更
または修正する権限を有しています。
免責事項
本書の内容は現状のままで提供されます。適用法により必要とされる場合を除き、本書の正確
性、信頼性、内容に関して、販売性、特定目的との適合性などを含む（ただしこれらに限定され
ない）明示または非明示の保証を行いません。
Huaweiは適用法が許容する 大範囲まで、特殊な損傷、故意による損傷、間接的または誘発的
損傷、あるいは利益、業務、収益、データ、信用、または予定していた利益の損失に対する責任
を負いません。
本書に記載されている製品の使用に起因して生じるHuaweiの 大責任範囲（この制限は、適用
法が当該制限を禁止する範囲まで、個人的な負傷に対する責任には適用されない）は、お客様が
本製品に支払った購入代金を上限とします。
輸出入規制
お客様は輸出入に関して、該当するすべての法律および規制に従い、ソフトウェアや技術情報な
ど、本書に記載されている製品の輸出、再輸出、または輸入に必要な全ての公的許可やライセン
スを取得する責任を負うものとします。
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個人情報保護方針
当社の個人情報保護方針については、https://consumer.huawei.com/privacy-policyをご覧くだ
さい。
詳細なヘルプ
各国や各地域の 新のお問い合わせ先については、https://consumer.huawei.com/jp/support
をご参照ください。
本製品の色、サイズ、表示内容をはじめ、本書のすべての写真とイラストは参考のためにのみ提
供されています。実際の機器とは異なる場合があります。本書の内容については、明示および黙
示を問わずいかなる保証もいたしません。

法律上の注意事項
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