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 2018年 7月 11日 

プラネタリウム、シミュレーションやデザイン用途など、今後ますます需要が高まる高精細の映像表示ニーズに対応 

当社独自のネイティブ 4K「D-ILA」デバイスと、レーザー光源技術「BLU-Escent」搭載の

業務用プロジェクター計３モデルを発売 

～8K表示に対応する「8K/e-shiftテクノロジー」搭載の「DLA-VS4700」と、4K対応モデルの「DLA-VS4600/VS4550」～ 

 

 

株式会社JVCケンウッドは、JVCブランドより、業務用プロジェクターの新商品として、D‐ILAプロジェクター「DLA-VS4700」

「DLA-VS4600」「DLA-VS4550」の計3モデルを7月中旬より発売※１します。 

全 3 モデルにおいて、当社独自技術のネイティブ 4K「D-ILA」デバイスとレーザー光源技術「BLU-Escent」（ブルーエ

シェント）を搭載。光学系をブラッシュアップし、高コントラスト比 15,000:1 を実現し、高解像で臨場感ある映像表現と低

ランニングコストを両立しています。 

上位モデルの「DLA-VS4700」は、「8K/e-shiftテクノロジー」の搭載により、4Kの約4倍となる8K解像度表示に対応。 

プラネタリウム、シミュレーションやデザイン用途など、今後ますます需要が高まる高精細の映像表示ニーズに応えます。 
※1：本機は受注生産商品です。7月中旬に受注を開始し、10月中旬頃より順次、お届けを予定しています。生産期間はおおよそ 3 カ月の予定です。 

品名 型名 希望小売価格（税抜き） 発売時期※1（受注開始） 

 D‐ILA プロジェクター 

DLA‐VS4700 

オープン価格 7 月中旬 DLA‐VS4600 

DLA‐VS4550 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜企画意図＞ 

 当社はこれまで、業務用プロジェクターとして独自開発の「D-ILA」デバイスを搭載した8K/4K対応のプロジェクターを市

場投入し、その高コントラスト比と高精細映像表示性能により高い評価を得ており、主にプラネタリムやパブリックビューイン

グ、航空機シミュレーションなどの用途で多くの導入実績があります。さらに、2017年6月に発売した「DLA‐VS4500」で

は、当社独自のレーザー光源技術「BLU-Escent」（ブルーエシェント）を搭載し、高精細かつ動きに強い映像表現力と、

長時間使用における高信頼性を両立しました。 

このたび発売する３モデルは、0.69型ネイティブ4K「D-ILA」デバイスの搭載はそのままに、光学系をブラッシュアップする

ことで従来モデル「DLA-VS4500」（コントラスト比12,000:1）を超える高コントラスト比15,000:1を実現しました。

業務用として必要な機能を継承し、各種シミュレーション等で求められる高精細かつ、動きの早い映像再現を可能にする

4K120Hz信号の入力・表示への対応や、長期間の使用における調光作業を軽減する「輝度一定モード」などを搭載し

ています。 
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さらに上位モデルの「DLA-VS4700」では、当社独自技術「8K/e-shiftテクノロジー」の搭載により、8K映像コンテンツ

の表示に対応。2020年に向けて映像インフラの8K化に伴うコンテンツの高精細化に対応します。また、

「DLA-VS4600」は高コントラスト比と従来モデルの1.3倍の明るさとなる4000lmを両立し、より大画面での視聴に対応

します。 

  当社は、本格化する8K/4Kソリューションの利用に向けて、「D-ILA」デバイスの利点を生かすことができる各種動画シ

ミュレーションやプラネタリム、工業デザインなどの幅広い高精細映像用途向けに業務用プロジェクターのラインアップを拡充

し、提案を強化していきます。 

 

＜ 「DLA-VS4700」固有の特長 ＞ 

・「8K/e-shiftテクノロジー」を搭載し、8K（8192 x 4320）解像度表示を実現 

1画素を斜めに0.5画素シフトさせることで縦・横方向の解像度が実質2倍となる、当社独自の「8K/e-shiftテクノロ

ジー」を搭載。4K解像度の映像を時間的、空間的にずらし、8K（8192 x 4320）解像度表示を実現します。既

存の４K用レンズやビデオカードなどの新調も必要なくそのまま使用することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 「DLA-VS4600」固有の特長 ＞ 

・高輝度4,000lmと高コントラスト比15,000:1を両立 

従来モデル「DLA-VS4500」のコンパクトシャーシを継承しつつ、光学系

を高輝度仕様に変更することで、明るさは約1.3倍アップの4,000lmを

実現。高コントラスト15,000:1との両立により、大画面でさらなる高精

細映像が楽しめます。 

 

＜ 3 モデル共通の主な特長 ＞ 

１．0.69型ネイティブ 4K「D-ILA」デバイスを搭載し、高精細 4K映像を実現 

当社独自の高精細・高密度化技術により、画素ピッチ 3.8 ㎛を実現し

た 0.69 型ネイティブ 4K「D-ILA」デバイスを搭載。フルハイビジョンの 4

倍を超える約 880 万画素(水平 4096×垂直 2160 画素)の高精細

表示を実現します。また、垂直配向技術や平坦化技術により、光の散

乱や回析などの異常光を抑えることで高コントラストも実現。狭ピッチ画

素プロセスにより大画面でも格子が見えにくく、4K ネイティブならではのな

めらか、かつ高精細な映像表現が可能です。 

２．当社独自のレーザー光源技術「BLU－Escent」を採用し、高輝度かつ高信頼性を実現 

光源にブルーレーザーダイオードを採用した当社独自のレーザー光源技

術「BLU-Escent」（ブルーエシェント）を採用。3,000lm の高輝度※２

と約 20,000時間※３の長寿命を両立します。蛍光体を固定式とし、無

機蛍光材料を使用することで経年劣化を抑えるとともに、回転式と異な

りモーターなども搭載する必要がないため高い信頼性を実現します。また、

複数のレーザーダイオードを用いた光源は、ランプのように突然消灯するリ

スクも少なく業務用途として最適です。 
※２： 「DLA-VS4600」は、4,000lm。 

※３：輝度が半減するまでの時間の目安であり、使用環境や使用状況により異なります。 

 

 

＊イメージです。 
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３．光源の明るさを一定に保つ「輝度一定モード」を搭載  

プロジェクター内部に設けた専用センサーにより、光源の明るさを一定に

保つ「輝度一定モード」を搭載。業務用途として長期間にわたる使用に

おいても調光作業を低減します。さらに、調光は明るさを 25%～100% 

までの間において、125 段階に細かく調整が可能。「輝度一定モード」と

組み合わせて一定の明るさを保った視聴ができるだけでなく、複数画面

のマルチプロジェクション利用時にはプロジェクターの明るさの個体差を正

確に調整できます。 

４．高いコントラストと広色域で忠実な色再現が可能   

当社独自の「D-ILA」デバイスと光学エンジンを組み合わせ、さらにレー

ザー出力を可変制御することで高いダイナミックコントラストを実現。“引き

締まった黒”により、星空や夜景などをリアルに再現します。また、レーザー

光源と新カラーフィルターを採用した光学エンジンにより、BT.709カバー

率100%の広色域を実現し、鮮やかな映像を通した色調確認や各種

デザインなど、忠実な色再現が可能です。 

5．なめらかな映像再現を実現する4K、120Hz入力に対応 

動きの速い 4K 映像も 1 秒間に 120 コマで表示でき、なめらかに再生します。また、映像信号の低遅延にも対応し、

各種シミュレーションなど映像の追従性が求められる用途でも使用が可能です。 

 

 

 

 

 

 

６.電動レンズシフトユニット「PK-MLS01」（別売オプション）を用意し、設置時の自由度が向上 

電動レンズシフトユニット「PK-MLS01」（別売オプション）を使用すれば、 最大上下±100%、左右±40%のレン

ズシフトを可能
※4
にし、設置時の自由度が大幅に向上します。 

※4：ズームレンズ「GL-MZ4014SZ」装着時。 

７．ポートレートモード（縦長の映像表示）対応し、縦向きの設置が可能 

レーザー光源の採用により、プロジェクターを水平以外でも設置可能。

ポートレートモード（縦長の映像表示）にも対応し、プロジェクターを

縦向きに設置できるほか、本体を傾けて設置して天井や床などへの

投射も可能です。 

 

 

８．2台以上の複数画面表示に対応したマルチプロジェクション機能を搭載 

2台以上の複数画面表示時に最適な各種画像処理を適応するマル 

チプロジェクション機能を搭載しています。  

•「エッジブレンディング」機能 

画面のつなぎ目を重ね合わせ、輝度をコントロール。画面の境界を

感じさせない、自然で一体感のあるマルチスクリーン投写を実現。  

•「カラーマッチング」機能 

キャリブレーションソフトウェア（別売オプション）を用いることで、各プ

ロジェクター間の色再現領域の微妙なバラツキを補正。  

•「ディストーション補正」機能 

微妙な位置ズレを補正し、表示コンテンツの品位を向上。 ＜マルチプロジェクション各種機能イメージ＞ 

＜設置自由度イメージ＞ 

＜投影時間における明るさ減衰イメージ＞ 

＊使用環境や使用状況により異なります。 

＜60Hz 表示イメージ＞ ＜120Hz表示イメージ＞ 
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＜ その他の特長 ＞ 

・黒挿入効果による動画ブレを改善する Clear Motion Drive と、映像の動きに応じて「D-ILA」デバイスの駆動を最適

化する Motion Enhance を搭載。当社独自の２つの独自残像低減技術により、動きのある映像を滑らかに再現。 

・4K信号も 12 ビット処理が可能な Display Port を 4系統搭載。 

・パソコンで作られた 4K立体映像を最適に表示する 3D Setting機能を搭載。 

・6軸調整カラーマネージメント機能を搭載し、微妙な色合いの調整が可能。 

・1/16画素単位で微妙な調整が可能な Pixel Adjust機能を搭載。 

・モーションベースに対応した堅牢なシャーシデザインを採用。 

・さまざまな設置環境に対応する後面吸気・前面排気を採用。 

・ちりやほこりの侵入を低減する高性能フィルターを搭載。 

 

＜ 主な仕様 ＞ 

モデル DLA‐VS4700 DLA‐VS4600 DLA‐VS4550 

表示デバイス 

0.69型 D‐ILA デバイス

（4096×2160 )×3 

+ e-shift デバイス 

0.69型 D‐ILA デバイス（4096×2160 )×3 

表示解像度 8192×4320 4096×2160 

レンズ 別売りオプション 

光源 レーザーダイオード 

明るさ※５ 3,000lm 4,000lm 3,000lm 

コントラスト比※５ 15,000：1(ネイティブ) 

入力端子 Display Port 4 

出力端子 Sync output 1 (ミニジャック、TTL出力) 

制御端子 

RS‐232C 1 (Dsub‐9pin) 

LAN 1 (RJ45) 

Wired remote 1 (ミニジャック) 

サービス端子※６ USB TypeA 

入力信号 
640 x 480, 1920 x 1080, 2048 x 1080, 1600 x 1200,1920 x 1200,  

2048 x 1536, 2560 x 1600,3840 x 2160, 4096 x 2160 

電源 AC 100V～240V、 50/60Hz 

消費電力 750W (待機時 1.5W) 

消費電流 8.0A  

発熱量 2,700KJ/h (648 kcal/h) 

許容動作温度範囲 5℃～35℃ 

許容動作湿度範囲 20%～80%（非結露） 

許容保存温度範囲 -10℃～60℃ 

騒音 49dB 未満 

外形寸法（幅 x高さ x奥行） 500mm x 235mm x 719mm 

質量 約 35kg 

※５:出荷時における製品全体の平均的な値を示しています。 

※６:ファームウェア更新用。 

＜ 別売りオプション ＞ 

品名 型名 希望小売価格（税抜き） 

短焦点ズームレンズ GL-MZ4009SZ オープン価格 

ズームレンズ GL-MZ4014SZ オープン価格 

キャリブレーションソフトウェア PK-CS1601 オープン価格 

電動レンズシフトユニット PK-MLS01 オープン価格 
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＜商標について＞ 

・「D-ILA」「e-shift」「BLU-Escent」は株式会社 JVC ケンウッドの商標または登録商標です。 

・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 

 

本件に関するお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

本資料の内容は報道発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。 

www.jvckenwood.com 

＊レンズは別売りです。 

＜ 「DLA-VS4700」「DLA-VS4600」「DLA-VS4550」 ＞ 

【報道関係窓口】 株式会社 JVC ケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IR グループ 

            TEL : 045-444-5310  〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12番地 

【お客様窓口】  JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター 

            TEL : 0120-2727-87（固定電話からはフリーダイヤル）/ 

                0570-010-114（携帯･PHSからはナビダイヤル） / 045-450-8950（一部 IP電話） 


