
安全に関するご注意 

〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地 

●お問い合わせ、ご用命は

・このカタログは再生紙を使用しています。

http:/ /www.eizo.co.jp/

あなたのメッセージは、届いていますか。

色弱者の見え方を、リアルタイムでシミュレーション 。
カラーユニバーサルデザインのための新モニター登場。

A design for all !

色覚シミュレーションモニター

型番 セレーングレイ
 ブラック
サイズ
 液晶パネル（カラーTFT）種類    
 仕様 視野角
  輝度／コントラスト比
  応答速度（黒→白→黒）／（中間階調域）※1

  推奨最大解像度
  標準表示面積（横×縦）
  画素ピッチ
  最大表示色
  広色域
ドットクロック デジタル／アナログ  
走査周波数 水平／垂直※2 　デジタル入力時
   　アナログ入力時
入力端子 デジタル／アナログ
USB機能／USBハブ
同期信号
プラグ＆プレイ
スタンド機構 昇降／縦回転
 チルト／スウィーベル
フリーマウント用穴ピッチ（VESA規格）
電源
消費電力（節電時※5）
外観寸法（W×H×D） 本体（スタンド部含む）　標準使用時
   　縦回転使用時
 モニター部
質量 本体（モニター部）
調光機能（輝度ドリフト補正、輝度自動制御）
デジタルユニフォミティ補正回路
BrightRegulator機能（出荷時設定OFF）
FineContrast機能　
Auto FineContrast機能※6

調整機能 自動調整機能（アナログのみ）
 画像調整（アナログのみ）

 拡大モード
　　　　　　　　　　　 スムージング機能
 色調整
 

　　　　　　　　　　　 省電力設定（PowerManager） デジタル／アナログ
 その他

各種エルゴノミクス・環境・安全・EMC規格
 

自社環境ラベル EIZO Eco Products
主な付属品 モニターケーブル 　デジタル
   　アナログ
 その他

保証期間

L797-UGY

L797-UBK

48cm（19.0）型（可視域対角48.1cm）

IPS

水平170°／垂直170 （゚コントラスト比10：1時）

280cd/m2／450：1

20ms／－

1280×1024

376.3×301.0mm

0.294×0.294mm

1677万色：8bit対応（10億6433万色中/10bit LUT）

－

108MHz／135MHz

30～65kHz/59～61Hz（VGA Text 時：69～71Hz）

30～82kHz/49～86Hz（1280×1024時：49～76Hz）

DVI-I 29ピン×2※3

USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2

セパレート、コンポジット

VESA DDC 2B

100mm／●

上40°、下1°／右35°、左35°

100mm×100mm

AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz

60W（3W以下）

414×409.5～509.5×202.7mm

340×446.5～546.5×202.7mm

414×340×64mm

約8.1kg（約5.8kg）

●

－

－

● （Text、Picture、Movie、sRGB、External、Custom）

●

オートアジャスト

クロック、フェーズ、ポジション、解像度、レンジ調整（オート）、信号

フィルタ

フルスクリーン・拡大・ノーマル（ボーダー輝度設定）

5段階

輝度、色温度（14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K）、ガンマ

調整、色の濃さ、色合い、ゲイン、色空間変換（エミュレーション）※6、6色

独立調整、リセット

DVI DMPM／VESA DPMS

入力プライオリティ機能（ADC設定）※7、入力信号切替、インフォメーション

（解像度、使用時間等）、OSDメニュー設定、 調整ロック、言語選択（7カ国

語）、ビープ音、電源ランプ、オフタイマー、リセット

CUDマーク、TCO'03（セレーングレイ）、TCO'99（ブラック）、PCグリーンラ

ベル（2004年度版）※8、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、

CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CCC、

RoHS、J-Mossグリーンマーク※9

EIZO Eco Products 2002

DVI-D～DVI-D×1

DVI-I～D-Sub 15ピン（ミニ）×1

2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク※10

（UniColor Pro※11を含む）、保証書、PCリサイクルマーク請求はがき

お買い上げの日より5年間

SX2461W-UGY

SX2461W-UBK

  61cm（24.1）型（可視域対角61.1cm）

VA（オーバードライブ回路搭載）

水平178°／垂直178°（コントラスト比10：1時）

300cd/m2／850：1

16ms／6ms

1920×1200

518.4×324.0mm

0.270mm×0.270mm

約1677万色：8bit対応（約680億色中/12bit LUT）

●Adobe RGBカバー率96％、NTSC比92％

162MHz／202.5MHz

31～76kHz/59～61Hz（VGA Texst時: 69～71Hz）

 24～94kHz/49～86Hz（1600×1200時：49～76Hz、1920×1200時：49～61Hz）

DVI-I 29ピン×2※3（HDCP対応）※4

USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2

セパレート・コンポジット

VESA DDC 2B

約82mm／●

上40°、下0°／右35°、左35°

100mm×100mm

AC100-120V/AC200-240V±10％、50/60Hz

110W（2W以下）

566×456～538×230mm

398.5×578～637.5×230mm

566×367×85mm

約11.0kg（約7.4kg）

●

●

●

●（Text、Picture、Movie、sRGB、Custom）

●

オートアジャスト

クロック、フェーズ、ポジション、解像度、レンジ調整（オート）、信号

フィルタ

フルスクリーン・拡大・ノーマル（ボーダー輝度設定）

5段階

輝度、色温度（14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K）、ガンマ調

整、色の濃さ、色合い、ゲイン、6色独立調整、リセット

DVI DMPM／VESA DPMS

入力プライオリティ機能、入力信号切替、インフォメーション（解像度、使

用時間等）、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択（9カ国語）、ビー

プ音、電源ランプ、オフタイマー、リセット

CUDマーク、TCO'03、PCグリーンラベル（2007年度版）※8、国際エネル

ギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、

C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、RoHS、J-Moss

グリーンマーク※9、グリーン購入法

EIZO Eco Products 2006

DVI-D～DVI-D×1

DVI-I～D-Sub15ピン（ミニ）×1

2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク※10、

UniColor Pro※11、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書、

PCリサイクルマーク請求はがき

お買い上げの日より5年間

61cm（24.1）型色覚シミュレーションモニター 48cm（19.0）型色覚シミュレーションモニター

※1 31、63、95、127、159、191、223階調レベル間の各応答速度の平均値です。　※2 インターレース表示には対応しておりません。　※3 DVI-I  29ピンコネクタは、デジタル/アナログ信号入力どちらにも対応可能です。
※4 AV機器との接続はサポートしておりません。　※5 1系統信号入力時、USB非接続時。　※6 Auto FineContrast/色空間変換（対応OS：Windows Vista/XP/2000）は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDの
インストールが必要です。Mac OS、一部のグラフィックスボードでは、使用できない場合があります。　※7 ADC（Apple  Display  Connector）搭載のMacintoshをご使用になる際は、コネクタ形状（コンピューター側：30ピンADC
コネクタ（メス）、モニター側：24ピンDVI-Dコネクタ（メス））の変換アダプタ（市販）をご用意ください。　※8 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。　※9 詳細はEIZO
ウェブサイトをご覧ください。※10 取扱説明書、 ScreenManager Pro for LCD（Mac OS非対応）、ICCプロファイルを含みます。※11 対応OS:Windows Vista/XP/2000、Mac OS X v10.3.9～10.4.10。UniColor Pro取扱説明書、カラー
ユニバーサルデザインハンドブックを含みます。

正しくお使いいただくため、
 ご使用の前に必ず「取扱説明書」
をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源
の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、
 感電などの原因となることがあります。

■Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Macintosh、Mac OSは
米国Apple Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースター
プログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は
国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認くださ
い。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物と
は多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で、
必ずお受けとりください。（販売店名、購入年月日の記入なきものは無効となります。）■お買い上げの際は、製品本体に製
造番号が表示されておりますが、保証書記載の物と一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは、非常に精密度の高
い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、
有効ドット数の割合は99.9994％以上です。■画面はハメコミ合成です。

寸法図（単位：mm）
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誰にとっても見やすく、美しいデザインのために。

■ あらゆるデザイン分野で、EIZOの色覚シミュレーションモニターは「使う人」と「作る人」とを結びます。

グラフィックデザイン Webデザイン/映像制作

プロダクトデザイン 空間デザイン

※2 ※3
人間の色の見え方はかならずしも同じではありません。遺伝子の違い、

目の疾患などによって色の見え方が一般の人と異なる人が多く存在しま

す。その中で最も多いのが、いわゆる色弱者※1の人たちです。日本では

男性の20人に1人、女性の500人に１人と言われ、日本全体では300万人

以上と推定されています。色弱者のタイプはP型※2、D型※3、T型、A型の

主に4つのタイプに分類され、右図のように赤や緑の正確な識別がしにく

いP型、D型の人がほとんどです。この多くの人たちに配慮した色使いが、

あらゆる分野のデザイン設計に必要であることは言うまでもありません。

■ 人によって色の見え方は違います。さまざまな色覚の方たちに配慮した表示やデザインが求められています。

現代社会において色は重要な情報伝達手段になっています。新聞・雑誌・

書籍などはカラー印刷が当たり前になり、街や駅などの公共施設での地

図や案内図、路線図、時刻表などもカラフルな色分けで表示されています。

携帯電話やAV機器、オフィス機器

の操作画面もほとんどがカラー表示

です。電子機器や家電製品のパイ

ロットランプも、点灯と消灯だけで

なく、何色も違う色に点灯して情

報を伝え分けるのが一般的です。

しかし、これらの表示は一般色覚

者の色の見え方だけを考えて設計

される場合が多いため、右の自動

車のメーターや標識のように、色

弱者が情報を読み取れずに不便さ

を感じるケースが増えています。

■ 色弱者を取り巻く色の社会環境

こうした無秩序な色の氾濫によって、現代社会は色弱者にとって昔より暮

らしにくいものになっているのが実情です。これを解決するために生まれ

たのがカラーユニバーサルデザインです。色覚の個人差に合わせた配色の採

用、形や位置の違いなど色以外の要素で情報伝達を図る、色名を付記す

るなどの工夫によって、すべての人に情報を正確に伝えるとともに、すべて

の人に美しく感じられるデザインを創るための考え方です。

■ カラーユニバーサルデザインの考え方

カラーユニバーサルデザインは、色覚バリアフリーとも呼ばれ、政府や

公的機関でもその取り組みが本格化しています。総務省行政評価局は、

交通関連施設の情報表示について、色覚バリアフリーの観点も含めた基

準の充実を図るよう国土交通省に対して勧告しています。また、日本工

業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針」や日本医学放射線学会電子情

報委員会の発行するデジタル画像の取り扱いに関するガイドラインにも、

利用者の色覚に配慮するための各種指針が盛り込まれています。さらに

政府のIT 新改革戦略にも、ユニバーサルデザインに配慮した機器の導入

や開発を促進していくことが明記されています。

■ カラーユニバーサルデザインへの取り組み

カラーユニバーサルデザインの重要性が高まる中で、EIZOは、バリアフリー

についての研究を進めていた石川県工業試験場とNPO法人カラーユニバー

サルデザイン機構CUDOの協力のもと、色弱者の被験者テストを重ね、カ

ラーユニバーサルデザイン認証マーク（CUDマーク）を取得した世界初の色

覚シミュレーションモニターFlexScan Uシリーズを開発、製品化を実現しま

機ンイザデルサーバニユーラカ（ noitazinagrO ngiseD lasrevinU roloC。たし

構）、略称CUDO（クドー）は、社会の色彩環境を多様な色覚

を持つさまざまな人々にとって使いやすいものに改善してゆく

ことで、「人にやさしい社会づくり」をめざすNPO 法人です。

■ 世界初※4の色覚シミュレーションモニターを製品化

※1 色覚異常・色盲・色弱・色覚障害・色覚特性とも称されます。※2 第1色弱とも称されます。※3 第2色弱とも
称されます。※4 2006年9月時点のコンピュータ用カラー液晶モニターにおいて。当社調べ。

カラーユニバーサルデザインについての詳細はCUDOのWebサイト（http://www.cudo.jp）をご
参照ください。

■警告ランプが認識しづらい。

一般色覚者の見え方 色弱者の見え方

■表示内容が認識しづらい

一般色覚者の見え方

カラーユニバーサルデザインは、時代の潮流へ。

色弱者の見え方

※2 ※3



デジタルユニフォミティ補正回路あり デジタルユニフォミティ補正回路なし  

（SX2461W-U/L797-U）

518.4mm（SX2461W-Uの場合）432mm（21.3型の場合）

色空間変換による色座標の変化のイメージ

■A3実寸表示（イメージ）

FlexScan Uシリーズは、高い表示性能を持つ液晶モニターと色覚シミュ

レーションソフトウェアの組み合わせで、色弱者の見分けにくい色の組み

合わせをリアルタイムにシミュレーション表示、確認するための色覚シミュ

レーションモニターです。グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、

空間デザインなど、カラーユニバーサルデザインを実践するすべてのデ

ザイナーの作業効率アップをサポートします。

■ カラーユニバーサルデザインの実践をサポート

FlexScan Uシリーズには、色覚シミュレーションソフトウェアUniColor 

Pro※5が標準添付されています。色弱者の色の見え方のパラメータをもつ

UniColor Proとモニター内部のASIC（特定用途向けIC）がもつ色域変換機能

を使ってモニターの表示に色変換を行います。シミュレーション表示には

「オリジナルモード（C型/一般色覚者の見え方）」、「P型（第1色弱）モード」、

「D型（第2色弱）モード」の３つのモードをご用意。画面上のアイコンをクリッ

クするだけで各モードを瞬時に切り替えてシミュレーション表示します。

■ 色覚シミュレーションの切替表示

モニター上での色覚シミュレーションの方法には、ソフトウェアを使って

データ自体に画像処理を行う方法と、ハードウェアを使ってモニターの表

示自体を変える方法があります。この二つの方法の大きな違いは、その作

業時間にあります。FlexScan Uシリーズは、ハードウェアによりモニター

を調整し、その表示自体を変える方法を採用しているため、データ表示

内容をリアルタイムにシミュレーションできます。

■ シミュレーション時間を約1/13に短縮

色再現性の高い24.1型ワイド/19型の2サイズをご用意。

D型
（第2色弱）
モード

出力紙での確認が可能

動画もワンクリックで瞬時にチェック

■環境光に応じて輝度を調整するBrightRegulator機能
■クリアな動画を提供するオーバードライブ回路を搭載

■Adobe RGBカバー率96％の広色域対応

従来の一般的なモニターで表示可能な色

域sRGBを大きく超えるAdobe RGBカバー

率96％、NTSC比92％を実現。sRGB色域

では再現しきれなかった色鮮やかなグリーン

やシアンの表示が可能です。Adobe RGBで

撮影した画像データもほぼそのままの色

で再現でき、表現力アップにつながります。

■色空間変換（エミュレーション）機能搭載

61cm（24.1）型色覚シミュレーションモニター

48cm（19.0）型色覚シミュレーションモニター

ハードウェアによるシミュレーション方式を採用しているメリットは、

静止画だけでなく動画のシミュレーションにも対応する点にあります。

従来の製品は画像をいったんソフトウェアに変換して確認するため、動

画のある瞬間だけを切りとる形、つまり静止画でしか確認できませんで

した。FlexScan Uシリーズは、UniＣolor Proを立ち上げるだけで、使っ

ているソフトそのままで確認することが可能です。そのため、モニター

では世界で初めて※4、実際の動画を再生しながらの確認を可能にしました。

動画や点滅する文字などもチェックす

ることができ、バナー等のWeb制作、

アニメーションなどの動画制作、また、

教育番組などの制作にも活用していた

だけます。

■ 動画のシミュレーションにも対応

FlexScan Uシリーズで、シミュレーション表示した状態で静止画像を

キャプチャすることが可能です。キャプチャした画像を比較したり、プリ

ントアウトして確認作業を行うことで、作業効率をさらに向上させます。

■ 画像キャプチャに対応し、さらに効率アップ

■クリエイティブワークを快適にするワイド画面

24.1型、1920×1200（WUXGA）表示可能な大型ワイド画面。A4見開き

2ページを実寸表示して、さらに横に表示スペースを確保できるので、

複数のパレットを

開いても快適な

作業領域をキープ

できます。

■色再現性に優れた低色度変位タイプのI PSパネル

視野角を振った時の色変化を抑えた低色度変位タイプのIPSパネルを採

用。見る位置や角度による色合いや

コントラストの変化が少なく、さまざま

な階調で応答速度とのバランスがと

れており、動画表示の際も快適です。

■デジタルユニフォミティ補正回路搭載

輝度と色度を画面全体で均一になるよう補正することで、大画面液晶の弱

点であった画面の部分ごとの

輝度や色度ムラを抑え、高精

度な色再現環境を提供します。

■色再現性を向上させる10bitガンマ補正機能搭載
■部分的な色調整が可能な6色独立調整機能
■最適な表示モードを選べるFineContrast 機能
■縦回転・高さ調節機能付きハイトアジャスタブルスタンド
■デジタル／アナログどちらにも対応する2系統入力装備

右図の実験によると※6、あるWebページの内容を色覚シミュレーション

した場合に要した時間は、ソフ

トウェアの場合には581秒。

FlexScan L797-Uを用いてハード

ウェアによるシミュレーションを

行った場合には44秒。作業時間

の大幅な短縮が実証されました。

オリジナル
（一般色覚）
モード

画面上のアイコン
をクリックするだ
けで各モードに切
り替え可能

P型
（第1色弱）
モード

D型モード

P型モード

プリンター

画像を
キャプチャ

CRTモニターや他の液晶モニターの色特性や色空間データを入力し、

色再現特性を真似る（エミュレーション）ことができ

ます。モニターを2台並べて使うデュアルモニター

間の色合わせや、個別の色空間を擬似的に再現

する機能として、効果的にご利用いただけます。

■16bit内部演算処理による12bitガンマ補正

独自開発の新ASIC（特定用途向けIC）を搭載。内部演算処理精度を

16bitに向上させました。また12bitガ

ンマ補正により、約680億色中より

理想の約1677万色を選んで表示する

ことで、より滑らかな階調表現と質

感豊かでリアルな色表現を実現し、

低階調部まで鮮明に表示します。

■縦回転に対応するローテーション機能

モニター部を回転することにより縦表示※が可能です。A3縦実寸表示可能な

広い作業領域で、ポスター制作・ポートレイトの表示等に

最適です。またWebサイトの閲覧や縦型の文書作成におい

てもスクロールの手間を軽減し、快適に作業できます。

※縦表示には、専用のソフトウェアやグラフィックスボードが必要です。

※5 UniColor  Pro 対応OS : Windows Vi s t a /XP / 2 0 0 0  、Mac OS X v10.3.9～10.4.10　※6「色覚バリアフリーの
ためのチェックモニターの開発」石川県工業試験場　前川満良他。第31回感覚代行シンポジウム講演論文集より

E I ZO のつちかってきた技術と経験が、世界で初めて
※4

の色覚シミュレーションモニターを生みだしました。


