
液晶ディスプレイ
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OSD操作マニュアル

本書をお読みいただく前に

本書には液晶ディスプレイの設定に必要な操作方法が記載されています。

本書をお読みいただく前に、製品に同梱されているユーザーズガイドに
従って、液晶ディスプレイを設置してください。
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OSD基本操作と設定

1.	 OSD基本操作と設定

各ボタンの機能

モニター正面 モニター背面

本体ボタン

a

b

b

c

a M（MENU）ボタン OSDメニューの表示、決定

b ▲▼ ボタン OSDメニューの操作、ダイレクトキー

c E（Exit）ボタン OSDメニューの終了、キャンセル

OSDメニューの説明

輝  度

明るさ 90

コントラスト 50

DCR OFF

ブルーライトリデューサー OFF

ECO スタンダード

a

b
c

a 機能名

b 機能一覧 選択中の機能は青背景になります。

c サブメニュー ( 設定項目 ) 選択中の項目は赤文字になります。
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OSD基本操作と設定

基本的な操作方法

※	現在選択している機能は青背景で表⽰されます。

a M（MENU）ボタンを押すと、画面にOSDメニューが表示されます。

1回 押す

モニター背面モニター正面

  

b ▲▼ボタンで設定したい機能まで移動します。

押す

モニター背面モニター正面

  
赤 40

緑 39

青 41

色設定 暖色

  

色設定

赤 40

緑 39

青 41

色設定 暖色

c M（MENU）ボタンを押し、サブメニューへ移動します。
※	現在選択している項目は赤文字で表⽰されます。

モニター背面モニター正面

押す
  

輝  度

明るさ 70

コントラスト 50

ECO スタンダード

サブメニューへ移動

d ▲▼ボタンで設定したい項目まで移動します。

e 次ページ基本的な設定方法を参照し、設定を変更します。

f 変更が完了したら E（Exit）ボタンを押し、機能一覧に戻ります。

g 再度 E（Exit）ボタンを押し、OSDメニューを終了します。

モニター背面モニター正面

押す   

輝  度

明るさ 90

コントラスト 50

DCR OFF

ブルーライトリデューサー OFF

ECO スタンダード

終了

戻る
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OSD基本操作と設定

基本的な設定方法

■ 数値バーの項目

a M（MENU）ボタンを押すと、数値バーが赤くなり、変更が可能になります。

b ▲▼ボタンを押し、任意の数値になるまで調整します。
※	ボタンは押したままでも調整可能です。

c M（MENU）ボタンを押して、変更を確定します。

モニター背面モニター正面

押す
  90

モニター背面モニター正面

押す
  50

■ 複数選択肢の項目

a M（MENU）ボタンを押すと、設定値が赤くなり、変更が可能になります。

b ▲▼ボタンを操作し、任意の設定値が表示されるまで切り替えます。

c M（MENU）ボタンを押して、変更を確定します。

押す

押す

その他

ダイレクトキー

入力選択

ミュート

音量 50

1280×1024  60HZ

VGA

OFF

ECO+DCR

その他

ダイレクトキー

入力選択

ミュート

音量 50

1280×1024  60HZ

VGA

OFF

ECO+DCR

赤色に変る

赤色に変る

その他

ダイレクトキー

入力選択

ミュート

VGA

OFF

明るさ+コントラスト
設定値が変る
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OSD基本操作と設定

■ 項目名のみ

 ● 即実行タイプ

a M（MENU）ボタンを押すと、選択している項目の設定が即実行されます。

リセット

ホワイトバランス

リセット

自動調節

自動電源オフ OFF

例）リセットの場合

 ● 設定値一覧タイプ

a M（MENU）ボタンを押すと、サブメニューの内容が選択している項目の設定値一覧へ切り替
わります。

b ▲▼ボタンを操作し、任意の設定値が表示されるまで切り替えます。

押す

押す

OSD設定

水平位置 50

垂直位置 50

OSD 時間設定 10

OSD 透明度   0

言語
赤色に変る

c M（MENU）ボタンを押して、変更を確定します。
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輝度調整

2.	 輝度調整

輝  度

明るさ 90

コントラスト 50

DCR OFF

ブルーライトリデューサー OFF

ECO スタンダード

輝度やコントラストを調整し、使⽤環境に適した画面設定ができます。
※	操作⽅法については、「1.	OSD	基本操作と設定」を参照してください。

輝度調整で設定できる項目

項目名 説明 設定値
明るさ 画面の明るさを調整します。 0…～…100

コントラスト 画像のコントラストを調整します。 0…～…100

ECO 画像の明るさとコントラストを、⽤途に適した値へ
切り替えできます。

スタンダード／テキスト／
映画／ゲーム

DCR 画面の明暗に合わせて、自動的に明るさが調整され
るようになります。 ON／OFF

ブルーライトリ
デューサー ブルーライトを軽減します。 ON／OFF

※	DCRが ONの場合、明るさ、コントラストの値は変更できません。

※	DCRを ONに変更した場合、ECOの値は自動的にスタンダードに設定されます。

※	ECOをスタンダード以外の値へ変更した場合、DCRとブルーライトリデューサーの値は自動的にOFFになりま
す。
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画像調節

3.	 画像調節

画像調節

水平位置 50

垂直位置 50

水平サイズ 50

位相 50

アナログ入力信号の画像調節ができます。
※	操作⽅法については、「1.	OSD	基本操作と設定」を参照してください。

画像調節で設定できる項目

項目名 説明 設定値
水平位置 画面の水平位置を調整します。 0…～…100

垂直位置 画面の垂直位置を調整します。 0…～…100

水平サイズ 画面の水平幅を調整します。 0…～…100

位相 画面の位相を調整します。 0…～…100

※	画像調節の設定は、アナログ入力信号 (D-Sub) 接続時のみ有効になります。
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色設定

4.	 色設定

色設定

赤 40

緑 39

青 41

色設定 暖色

色温度を調整し、表示画面をお好みに応じた色味に切り替えできます。
※	操作⽅法については、「1.	OSD	基本操作と設定」を参照してください。

色設定で設定できる項目

項目名 説明 設定値
暖色 全体的に赤みがある暖かい色味に調整します。 0…～…100

冷色 全体的に青みがある冷たい色味に調整します。 0…～…100

ユーザー設定 色味表示に使⽤する赤・緑・青の数値を個別に調整します。
赤：0…～…100
緑：0…～…100
青：0…～…100
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OSD設定

5.	 OSD設定

OSD設定

水平位置 50

垂直位置 50

OSD 時間設定 10

OSD 透明度   0

言語

OSDメニューの表示設定ができます。
※	操作⽅法については、「1.	OSD	基本操作と設定」を参照してください。

OSD設定で設定できる項目

項目名 説明 設定値

言語 OSDメニューの表示言語を切り替えできます。

日本語／韓国語／英語／
フランス語／ドイツ語／
中国語 (簡体中文 )／
イタリア語／スペイン語／
ポルトガル語／トルコ語／
ポーランド語／オランダ語…

水平位置 OSDメニューの水平位置を調整します。 0…～…100

垂直位置 OSDメニューの垂直位置を調整します。 0…～…100

OSD 時間設定 OSD操作を行っていない状態で、自動的にOSD
メニューが消えるまでの時間を設定します。 5…～…60

OSD 透明度 OSDメニューの透明度を調整できます。 0…～…100
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リセット設定

6.	 リセット設定

リセット

ホワイトバランス

リセット

自動調節

自動電源オフ OFF

OSDの各種設定を、工場出荷時の状態へ戻します。
※	操作⽅法については、「1.	OSD	基本操作と設定」を参照してください。

リセット設定で設定できる項目

項目名 説明 設定値

自動調節 アナログ入力信号 (D-Sub) 接続時の画面位置
や位相を自動的に調整します。 M（MENU）ボタンで実行

ホワイトバランス
画面のホワイトバランスを調整します。正し
く調整するためには、白単色の画面を表示さ
せた状態でご使⽤ください。

M（MENU）ボタンで実行

リセット OSDの設定を工場出荷時の状態へ戻します。 M（MENU）ボタンで実行

自動電源オフ この設定をONにした場合、1分間のスリー
プが続くと自動的に電源をOFFにします。 ON／OFF

※	自動調節とホワイトバランスの設定は、アナログ入力信号 (D-Sub) 接続時のみ有効になります。

※	リセットを実行しても、「ユーザー設定」「言語」の値は変更されません。
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その他

7.	 その他

その他

ダイレクトキー

入力選択

ミュート

音量 50

1280×1024  60HZ

VGA

OFF

ECO+DCR

画面に表示する入力端子の切り替えや、ダイレクトキーの設定、音量調節ができます。
※	操作⽅法については、「1.	OSD	基本操作と設定」を参照してください。

その他で設定できる項目

項目名 説明 設定値

ダイレクトキー

▲▼ボタンに特定項目の設定機能を割り当て、OSDメ
ニューを表示していない状態でも直接設定変更を可能に
します。
※	各設定機能の詳細は、8. ダイレクトキーを参照してください。

ECO…+…DCR
明るさ…+…コントラスト
入力選択…+…音量

入力選択
画面に表示する入力端子を選択します。
※	選択後に映像信号が検出できない場合は、自動的に検出が可
能な入力端子へ切り替わります。

VGA／ DVI

ミュート 本製品のスピーカーをミュート (消音 )にします。 ON／OFF

音量 本製品のスピーカー音量を調整します。 0…～ 100

情報 現在の解像度とリフレッシュレートが表示されます。 表示のみ

※	音量を 0にすると、ミュートは自動的にONになります。

※	音量を 1より大きくすると、ミュートは自動的にOFFになります。
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便利なダイレクトキー操作

8.	 便利なダイレクトキー操作

いくつかの設定は、OSDメニューを表示していない状態でも変更することが可能です。
ダイレクトキーは…▲▼ボタン、または E（Exit）ボタンで実行できます。
※…▲▼ボタンの割り当ては、7. その他	ダイレクトキーの項目を参照してください。

ダイレクトキーで設定できる項目

項目名 説明

ECO + DCR

…▲ボタン : ECOモードの切り替え選択
… 「→ゲーム→映画→テキスト→スタンダード」の順に
… 変更したモードがアイコン表示されます。

…▼ボタン :…DCRのON／OFF

明るさ + コント
ラスト

…▲ボタン : 明るさ項目設定
…▼ボタン :…コントラスト項目設定
※	ECOをスタンダード以外にしている場合、明るさとコントラストは変更できません。

入力選択 + 音量 ▲ボタン : 入力端子の切り替え選択…
▼ボタン :…音量調節

自動調節 
E（Exit）ボタン：アナログ入力信号 (D-Sub) 接続時の画面位置や位相を自動的
に調整します。
※	自動調節以外の割り当て変更はできません。
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製品仕様について

9.	 製品仕様について

モデル毎の製品仕様や、解像度・リフレッシュレートにつきましては、
弊社Webページ内、製品案内の液晶ディスプレイカテゴリーから、該当する型番のページを参照し
てください。

 k  http://www.princeton.co.jp/product/tft.html
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用語集

10.	 用語集

用語 説明

OSD オンスクリーンディスプレイの略で、画面上に液晶ディスプレイの設定画面
を表示する機能です。

水平サイズ アナログ映像信号をデジタルに変換する際の、水平サイズ (周波数 )です。

位相 アナログ映像信号をデジタルに変換する際の、サンプリングタイミングです。

輝度 画面の明るさのことです。

コントラスト 画面の白：黒の輝度比率のことです。

DCR
Dynamic…Contrast…Ratio の略で、映像の色合いに応じて、画面の輝度およ
びコントラスト値が自動調整される機能です。
暗いシーンでは画面が暗く、明るいシーンでは画面が明るくなります。

ドットクロック 1 ドットあたりの画素を表示させる周波数です。

ブルーライト 人間が見ることのできる可視光のうち、約 380nm～ 500nmの範囲がブルー
ライトと呼ばれる波長領域です。
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