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MONITOR UNIT MU-201CE/MU-231CE 
OPERATOR'S MANUAL 

This manual describes only the key operations of the monitor unit MU-210CE/MU-231CE. 
For other details, refer to the installation manual and operator’s manual of the ECDIS/radar. 

 

1. Overview 
When the monitor unit MU-201CE or MU-231CE is connected to a radar/ECDIS 
with an RS-232C cable, the keys on the panel are locked, so independent 
operation of the keys is not possible. Brilliance is controlled from ECDIS/radar. 
Key function under lock condition 
 Simultaneous pressing of Lock and Menu keys: Opens/closes the menu. 
 Simultaneous pressing of Lock and Input keys: Choose an input signal. 
 Simultaneous pressing of Lock and  keys: Turns the power on or off. To 

turn it off, press more than five seconds.  
 
The keys are unlocked with menu operation. See “Keypad lock” on page 6. The 
key functions under unlocked condition are as follows. 
  key:  Turns the power on or off. To turn the power off, press it more than  

         five seconds. 
 + and -: Adjusts the screen brilliance when no menu displayed. With menu  

         displayed, these choose an item from the menu. 
 Input: Chooses input signal to display (when no menu is displayed). 
 Menu: Opens or closes menu. 
 Enter: Confirms menu setting. 

Lock Menu  Enter    Input                   -            +

LED

 
Operation Panel 

LED lamp: lights when the monitor unit is turned on. 
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2. Menu Operation 
1. Press the Menu key to open the main menu. 

The chosen menu item is circumscribed with a blue rectangle and its sub-menu is 
displayed below the main menu. 

 
 
 
 
 
 
2. Press the + or – key to choose a menu and press the Enter key. 
3. Press the + or – key to choose a sub-menu item and press the Enter key. 

There are four kinds of items available in each sub-menu. A brief explanation 
of each follows. 

 

Keys 
They just need to be confirmed for 
selection in order to activate the 
corresponding function. The key in this 
example will perform factory defaults 
restore as soon as selected. 

 

On/off settings 
They just need to be confirmed for 
selection in order to toggle between the on 
and off state of the option. The setting in 
this example will toggle between normal 
mode and freeze frame mode as selected. 

 

Item lists 
Once activated, these items allow the user 
to select a given mode of operation among 
the ones available by pressing the + or – 
key and then Enter key. 

 

Gauges 
Once activated, these items allow the user 
to change the setting at will between zero 
and one hundred percent by pressing the + 
or - key and then Enter key. 

 
4. To change other item in the sub-menu, return to step 3. 
5. Press the Menu key to conclude sub-menu setting. 

To change the setting of another menu, go to step 2. 
6. Press the Menu key to close the main menu. 

 

 Scroll    
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3. Menu Functions 
This section of the manual describes each function of each menu in detail. Each 
paragraph represents a given menu. On the left, an image shows all items that 
can appear in that menu, while on the right an item by item description is given, 
in the same order as shown at the screen. Each paragraph is named after the 
menu it represents, and the icon for that menu is shown near the menu name. 
Please note that the numeric values shown in the boxes are meaningless and do 
not represent values that are meant to be valid. When using the equipment, the 
GUI will allow or disallow some values to be entered depending on the current 
conditions. 
Also note that no item is shown as selected. Although every possible item is 
shown in the images, not all of them may be shown on the equipment's GUI 
when using it, because each item is shown only if certain conditions are met.  
 
Information menu 

Input resolution 
This box shows details of the signal that is currently 
displayed. The values shown are: horizontal 
resolution (pixels), vertical resolution (pixels) and 
vertical refresh frequency (Hz). The content of this 
box cannot be changed. 
Detected mode 
The value displayed in this box cannot be changed 
and informs the user about the numeric identifier 
associated with the signal displayed. This is useful 
to establish if two given input signals have identical 
parameters or not. 
Firmware version 
This box cannot be selected, and its value cannot 
be changed. It informs the user about the version of 
the firmware programmed into the monitor. 
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Main window image settings 

Backlight 
Adjust the intensity of the backlight of the display. 
This is automatically adjusted by radar/ECDIS. 
LED level 
Adjust the intensity of the LED on the front panel.  
Brightness 
Make the picture brighter or darker.  
Contrast 
View dark details on dark backgrounds. This setting 
should be adjusted after the brightness so as to 
make the white color as bright as possible without 
interfering with grays. 
Sharpness 
Make the picture more or less detailed. More 
detailed pictures are clearer but introduce some 
picture noise, while less detailed pictures are 
slightly blurred but have reduced noise.  
Gamma correction 
Choose the chromatic response of the display. In 
particular, "linear" should be used with flat panel 
LCD displays. 
Color temp 
Make the picture warmer or colder by changing the 
white temperature. The value is expressed in 
Kelvin. 
Red, green and blue temp 
Change the quantity of red, green and blue that the 
image contains. 
Scaling mode 
Choose how to view signals with an aspect ratio 
different from that of the display. The "one to one" 
mode displays the signal without scaling. The "fill 
all" mode stretches the picture so the whole screen 
gets filled; this may make the picture squashed or 
stretched. The "fill to aspect ratio" mode makes the 
input signal fill the screen but without squashing or 
stretching, maintaining the aspect ratio of the input 
signal. Use the default setting. 

After installation or execution of Factory defaults (page 6), set the brightness, 
contrast, and red/green/blue temperatures as follows. 
 MU-201CE 
  Brightness   43% 
  Contrast     60% 
  Red temp    50% 
  Green temp  67% 
  Blue temp    65% 

MU-231CE 
  Brightness   43% 
  Contrast     55% 
  Red temp    50% 
  Green temp  67% 
  Blue temp    65% 
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General monitor settings 

 

Freeze frame 
This function, when activated, freezes the image 
on the screen, disregarding the input signal until 
deactivated.  
Source information 
This setting allows the user to disable the source 
information that appears on the upper left hand 
corner each time a source is detected or Input 
key is pressed. Always use On state. 
OSD timeout 
Choose how much time the GUI will remain 
displayed on the screen when no control is being 
used. When the user is not touching the monitor 
controls, this timer will, after the selected period of 
time, remove the GUI from the screen. 
Logo timeout 
Choose how much time the logo will remain on 
the screen when the display is powered. The 
"Disabled" option will make the display skip the 
logo display at start up. 
Monitor timeout 
Choose how much time the monitor will remain 
powered when the user is not touching its 
controls. The "Disabled" setting disables this 
feature. After the selected time has passed and 
the user has not touched the monitor controls, it 
will automatically power off. Set to "Disabled" for 
radar/ECDIS. 
Monitor address 
Choose to which address the monitor should 
respond when ECDIS commands are detected 
over the serial link. 
Serial mode 
Choose what kind of serial bus is connected to 
the monitor. Use the default setting (RS 232). 
Monitor to monitor 
Choose whether the display initiates an ECDIS 
transmission towards the other displays 
connected to it when the user tries to adjust the 
backlight level. In "Slave" mode, the monitor 
never initiates ECDIS transmissions on its own. In 
"Master" mode, the monitor issues an ECDIS 
command over the serial link each time the 
backlight is changed. This function is only 
available if serial mode is set to 422 or 485. 
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Keypad lock 
Set whether the keypad is locked or not. When 
locked, the keypad does not answer to user 
commands, unless the LOCK key is pressed 
together with a desired key. If the monitor is 
connected to radar/ECDIS with an RS-232C 
cable, Off returns to On after turning the power off 
and then on. 
Serial protocol 
Choose how the equipment will respond to 
ECDIS commands. In Standard ECDIS mode, the 
equipment will be compliant with the ECDIS 
specification, while in ISIC ECDIS mode the 
values are transmitted in decimal representation 
and are scaled to a percentage range.  
OSD Position 
Choose if the On Screen Display is shown on the 
right or left side of the monitor. 

 
 
User preferences 

 
 

Factory defaults 
This function provides a reset of the monitor 
to the factory defaults. By activating this 
function, all settings made by the user will be 
lost and the monitor will be brought back to 
known operating conditions. 
Setup selection 
This setting allows the user to select which 
user slot to handle with the Save monitor 
setup and Recall monitor setup keys. 
Save monitor setup 
This function allows the user to save all 
important current settings to a memory for 
later recall. There are three slots available; 
which one is used to store the settings 
depends on the Setup selection menu item. 
Saving settings in a slot that contains 
previous settings will overwrite the old 
settings to store the new ones. 
Recall monitor setup 
This function allows the user to recall the 
settings stored with the Save monitor setup 
push key. Which setting is recalled depends 
on the Setup selection menu item. 
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Input selection 

 

 
 
 
Source 
Choose the input source for the main 
screen. As soon as a change is made 
here, the corresponding input will be 
selected and activated for display on the 
main screen. To change the active source 
for the PIP window, use the PIP menu. 
Source enable items 
These menu items allow the user to 
disable some sources. When a source is 
disabled (set to Off), it cannot be selected 
by means of the Input key on the 
monitor's keypad. 
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Main screen acquisition settings 

This menu is available when PIP is set to ON. 
(See next page.) 
 
Mode selection 
Choose a memory slot in which to store 
display parameters for a given input signal. 
Once stored in a memory slot, the settings for 
the current input signal can be modified at will, 
and they will be reapplied when the same 
source is detected again. 
Mode details 
This box shows what's inside the memory slot 
selected with the Mode selection setting. 
Load current mode 
This stores the settings detected by the image 
processor for the current signal in the memory 
slot selected with the Mode selection setting. 
Once the detected parameters have been 
stored in memory, they can be edited by the 
user with the controls described below.  
Clear 
Press this key to delete the contents of the 
selected memory slot. Once the content of a 
given slot has been deleted, it is lost and 
cannot be retrieved.  
H. total 
Adjust the frequency of the clock signal used 
to drive the analog to digital converter that 
samples the input signal. 
Phase 
Adjust the phase of the clock used to drive the 
analog to digital converter that samples the 
input signal. 
H. res. and V. res. 
By means of this setting, the user is able to 
force the image processor into detecting the 
current signal with a given horizontal or 
vertical resolution.  
H. pos. and V. pos 
These two settings allow the user to move the 
input signal around on the main screen, so it is 
displayed correctly in its entirety. 
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PIP window image settings 

PIP 
Set to OFF for ECDIS/radar.  
 
Source 
Choose the source to be displayed in the 
PIP window. There is a limitation on the 
sources that can be displayed in the PIP 
window. In particular, there are two groups 
to which each input signal belongs. The PIP 
can only display a signal that is in the other 
group with respect to the one displayed on 
the main screen.  
The available input signals are grouped as 
follows: 
* Composite 1/* Composite 2/* S-Video 
* Analog RGB/* Analog DVI/* Digital DVI 
For example, when the main screen is 
displaying Analog RGB, the PIP cannot 
display DVI signals, but can display either 
Composite 1, Composite 2 or S-Video. 
Swap sources 
Size 
Change the size of the PIP window. The 
greater the value, the bigger the PIP window 
size. Note that the PIP window may appear 
black if its size is too small due to a 
limitation of the image scaling hardware. 
H and V Position 
Move the PIP window around on the screen, 
so it does not cover important parts of the 
image displayed on the main window. This 
is useful when working with signals coming 
from radars for example. 

 



 
 
    This page is intentionally left blank. 
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PIP ウィンドウ設定メニュー 

 

PIPとは Picture In Pictureの略でメイン画面のうえ
に表示されるサブ画面をいいます。ECDIS/レーダーで
は使用しません。 
 
PIP 
PIPウィンドウを表示するか、しないかを設定します。
Offに設定しておいてください。 
Source 
PIP ウィンドウに表示する信号を設定します。2 つの
グループがあり、片方をメインに表示しているとき他
方を PIPに表示できます。 
・Composite1 / Composite2/ S-Video 
・Analog RGB/ Analog DVI/ Digit DVI 
Swap Sources 
メインウィンドウの信号とPIPウィンドウの信号を切
り換えます。 
Size 
PIP ウィンドウの大きさを設定します。数値を大きく
するほどウィンドウは大きくなります。 
H Position と V Position 
メインウィンドウの重要な画像と重ならないように 
PIPウィンドウの位置を調整します。H Positionは左
からの距離の割合、V Positionは上からの距離の割合
を調整します。 
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メイン画面設定メニュー 

 

マークが青枠で囲まれます。 
 
次ページの PIP を Off にしたときのみアクセス可能
です。 
Mode Selection 
入力信号用の画面パラメータを保存するメモリース
ロットを選択します(Mode 0、Mode 1、Mode 2)。 
Mode details 
上の Mode Selectionで選んだメモリースロットの内
容が表示されます。 
Load current mode 
Mode Selection で選んだメモリースロットから検出
された設定を保存します。いったん保存されたものは
下のバーグラフで調整できます。 
Clear 
Mode Selection で選んだメモリースロットの内容を
消去します。いったん消去したものは復帰できませ
ん。 
H. total 
入力信号サンプルのアナログ/デジタルコンバータを
ドライブするクロック信号の周波数を調整します。 
Phase 
入力信号サンプルのアナログ/デジタルコンバータを
ドライブするクロック信号の位相を調整します。 
H. res.と V. res. 
水平分解能、垂直分解能を設定します。 
H. pos.と V. pos. 
入力信号が画面に適切に表示されるように調整しま
す。 
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入力信号設定メニュー 

 

マークが青枠で囲まれます。 
 
 
 
Source 
メインウィンドウの信号源を設定します(ECDIS/
レーダーでは PIP ウィンドウは使用しません)。
表示部に接続しているコネクタポートに合せて設
定します。 
 
 
Analog RGB enable 
アナログ RGB 信号の入力設定をオン、オフしま
す。 
Analog DVI enable 
アナログ DVI 信号の入力設定をオン、オフしま
す。 
Digital DVI enable 
デジタル DVI 信号の入力設定をオン、オフしま
す。 
S-Video enable 
S-video信号の入力設定をオン、オフします。 
[S-video：ビデオ信号中の Y（ 輝度信号）と C（色差
信号）を分離して伝送する方式] 
Composite 1 enable 
コンポジット信号 1の入力設定をオン、オフしま
す。 
[コンポジット信号：RGB の輝度と色信号，同期信
号などを複合させた信号] 
Composite 2 enable 
コンポジット信号 2の入力設定をオン、オフしま
す。 
 
オンに設定したものだけが表示部の Inputキーで
選択できます。 
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工場出荷時設定/設定の登録･呼出メニュー 

 

マークが青枠で囲まれます。 
 
 
 
Factory Defaults 
表示部のすべての設定を工場出荷状態に戻します。
Setup selection 
下の Save monitor setup と Recall monitor setup
ボタンで登録する箇所を選択します(登録箇所は 3
ヵ所：Setup1、2、3）。 
Save monitor setup 
現在の設定情報を登録しておくことができます。登
録箇所は上の Setup selectionで選択します。 
Recall monitor setup 
Setup selection で選択した登録箇所の設定内容で
本機が設定されます。 
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モニター基本設定メニュー 

 

スパナ－マークが青枠で囲まれます。 
 
Freeze Frame 
On にすると画像が停止し、Off にするまで停止したま
まになります。 
Source Information 
Onにすると、信号が検出されるごと、または Inputキー
を押すごとに画面左上にソース源が表示されます。On
で使用します。 
OSD Timeout 
メニューウィンドウが表示されている時間を設定しま
す。Always on では Menu キーを押して意識的に消す
まで表示されます。選択肢の 5 秒/15 秒/60 秒では、こ
の時間内にキーを操作しないとメニューウィンドウは
自動的に消えます。 
Logo Timeout 
電源投入時の FURUNO ロゴの表示される時間を設定
します(オフ、または 1～60秒の間）。 
Monitor Timeout 
キー操作をしないと、設定した時間経過後に表示部の電
源を自動的に切る機能です(設定可能な時間は 1 分から
120分)。Disabledに設定しておくこと。 
Monitor Address 
表示部がシリーズに接続してある場合、表示部のアドレ
スを設定します(0～254）。 
Serial Mode 
シリアルデータのプロトコル（RS232、RS422、RS485）
を設定します。工場出荷状態のまま使用してください。
Monitor to Monitor 
上の Serial Modeが RS422または RS485のときのみ
機能します。複数の表示部をシリーズに接続している場
合、バックライトのコントロールを設定します。Master
では本表示部のバックライトが変更されるごと ECDIS
コマンドが発信され、シリーズに接続した他のモニター
のバックライトも変わります。Slaveでは他のモニター
のバックライトは変わりません。 
Keypad lock 
キーの操作をロックするか、しないかを設定します。On
にすると個々のキーはすべてロックされます。RS-232C
ケーブルを接続している場合、Off にしても ECDIS/レー
ダー本体で電源の断→接を行うと On(ロック状態)に戻
ります。 
Serial protocol 
ECDIS 本体との通信プロトコルを設定しますが、
standard ECDISで使用します。 
OSD Position 
メニューウィンドウの表示を右側にするか、左側にする
かを設定します。 
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メインウィンドウの画面設定メニュー 
 

 
 

ダイヤルマークが青枠で囲まれます。 
 
Backlight 
画面のバックライトの強さを調整します。通常は ECDIS
／レーダーからの信号で自動で設定されます。 
LED Level 
操作パネル上の LEDの輝度を調整します。 
Brightness 
画像の輝度を調整します。 
Contrast 
画面のコントラストを調整します。Brightness を調整し
たあとに調整します。 
Sharpness 
映像の精細さを設定します。Softest(最も柔らかい）、Soft、
Normal、Sharp、Sharpest(最もシャープ)から選びます。
Gamma Correction 
ガンマ補正(映像の明るさと色の彩度を補正)を行います。
通常は Linearで使用します。 
Color Temp 
色温度を設定します。色温度が高いほど青っぽく、低いほ
ど赤っぽくなります。 
Red temp 
3原色のうち赤の量を調整します。 
Green temp 
3原色のうち緑の量を調整します。 
Blue temp 
3原色のうち青の量を調整します。 
Scaling Mode 
画面のアスペクト比(縦横比)を設定します。工場出荷状態
のまま使用してください。 
One to One：入力信号そのままで表示します。入力信号の
画面が大きすぎると表示されない部分が出ます。 
Fill All：画面に合せて入力信号全体を表示します（アス
ペクト比が変更される)。 
Fill Aspect Ratio：アスペクト比を保持したまま、画面
に入力信号の画像全体を表示します。アスペクト比によっ
ては画面に黒い帯が出ることがあります。 

本機を ECDISのモニターとして使用する場合、取り付け後または Factory defaults実施後は、
次のように設定してください。 

MU-201CE 
・Brightness    43% 
・Contrast      60% 
・Red Temp     50% 
・Green Temp   67% 
・Blue Temp    65% 

MU-231CE 
・Brightness    43% 
・Contrast      55% 
・Red Temp     50% 
・Green Temp   67% 
・Blue Temp    65% 
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3 メニューの説明 
ここではメニューの各項目についてメインメニューの左から順に説明します。設定によっては表

示されない項目もあります。 
 
情報表示メニュー 

 

情報表示のみのメニューで、iマークが青枠で囲まれます。 
 
Input Resolution 
信号の解像度を示します。 
（水平分解能 x垂直分解能＠リフレッシュ周波数） 
 
Detected Mode 
表示中の信号に関する識別番号を示します。 
 
Firmware version 
表示部のファームウェアのバージョンを示します。 
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2. メニュー操作 
1. [Menu]キーを押すと画面左上にメインメニューとサブメニューが表示されます。 

 
 
 
 

選択されているメインメニューの項目は青枠で囲まれています。メインメニューの下にサブ

メニューが表示されます。 
2. [＋]または[－]キーを押して必要なメニューの項目を選び[Enter]キーを押します。 

表示されていないメニュー項目はスクロールして選びます。 
3. [＋]または[－]キーを押して変更するサブメニューの項目を選び[Enter]キーを押します。 

  a) 押しボタンでは[Enter]キーを押すとボタンに記載してある機能が直ちに実行されます。 

 

ボタンの例 1 

b) On/Off ボタンでは[Enter]キーを押して切り換えます。 

    白丸(青文字)が選択したものです。 

 

ボタンの例 2 

  c)  バーグラフのボタンおよび選択肢が複数あるボタンでは、選んだものは緑枠で表示さ

れます。このときは、[＋]または[－]キーを押して必要なものを設定し[Enter]キーを

押します。 

  

ボタンの例 3 

4. 別の項目を設定する場合は手順 3に戻ります。 

5. [Menu]キーを押します。 
  別のメニュー項目を設定する場合は手順 2に戻ります。 

6.  [Menu]キーを押してメニューを閉じます。 

 スクロール    
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表示部 MU-201CE/MU-231CE 

取 扱 説 明 書 

この小冊子では表示部 MU-201CE/MU-231CE の操作パネルの取扱いについて説明します。 
その他の詳細については、レーダー/ECDIS 本体の装備要領書、取扱説明書を参照してください。 
 

1. 概要 

レーダー/ECDIS 制御部と表示部 MU-201CE/MU-231CE を RS-232C ケーブルで接続すると操

作パネルの各キーはロックされ、単独でのキー操作はできません。この場合、輝度の調整はレー

ダー/ECDIS 本体から行います。RS-232C ケーブルで接続しなければ、ロックされません。 
ロック状態でのキー操作 

・Lock キーと Menu キー同時押し： メニューを表示します。 
・Lock キーと Input キー同時押し：入力信号を切り換えます。 
・Lock キーと キー同時押し：  電源をオン、オフします（オフのときは 5 秒以上押す）。 
ロック解除状態でのキー操作 

メニュー内の設定でキーのロックを解除することができます(5 ページの Keypad lock を参照)。
ロック解除状態でのキーの動作は次のとおりです。 

キー：  電源をオン、オフします。電源を切るときは 5秒以上押しつづけます。 
＋および－キー： メニューを表示していないときは輝度を調整します。メニュー表示中

はメニュー項目の選択を行います。 
Input キー：  メニュー非表示のとき入力信号を切り換えます。 
Menu キー： メニューの表示、非表示を切り換えます。 
Enter キー： メニュー操作中、設定を確定します。 

Lock Menu  Enter    Input                   -            +

LED

 
操作パネル 

緑 LED：電源を投入すると点灯します。電源を切ると消灯します。 

PUB.NO.OMC-41222-A 

(0601,TATA) MU-201CE/MU231CE 
(Elemental Chlorine Free)

The paper used in this manual 
is elemental chlorine free.
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