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（リ本 No.1020） 
 

2010 年 6 月 1 日 
三菱電機株式会社 

 
高輝度で長時間の連続使用にも対応可能な 2 灯式プロジェクター 

三菱電機データプロジェクター新製品発売 
 
 
三菱電機株式会社は、高圧水銀ランプ 2 灯使用により 7000 ルーメンの高輝度を実現し、長時

間の連続使用にも対応可能な 2 灯式データプロジェクターを 6 月 25 日に発売します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LVP-XD8100 
 

 新製品の特長  
 
1．高輝度 7000 ルーメンにより、広く明るい場所でも映像を鮮明に表示 
・330W の高圧水銀ランプを 2 灯使用した 7000 ルーメンの高輝度 
・講堂やホールなどの広く明るい環境下でも、クッキリはっきりした映像を表示 
 

2．超解像技術により、ぼやけた映像も補正して高画質に表示 
・低解像度の映像を拡大表示した時のぼやけた映像も、高画質で自然な映像に補正して表示 
・デジタル放送やウェブサイト上の画像も、クッキリとした鮮鋭さと質感で表示 
 

3．連続使用を可能にする「ランプリレー機能」と「自動掃除フィルター」 
・2 個のランプを交互に休ませる「ランプリレー機能」により、長時間の連続使用が可能 
・「自動掃除フィルター」が冷却効果を維持 
・1 灯使用なら、ランプが切れても他のランプに自動で切り替えて連続使用可能 

 
 発売の概要  
 

製品名 形名 表示解像度
希望小売価格

（税込） 発売日 当初月産

台数 

データプロジェクター LVP-XD8100 XGA オープン 6 月 25 日 300 台 

 
三菱電機グループでは、映像表示機器や映像情報配信シス

テムのあらゆるニーズに応える映像ソリューション

「DIAMOND VISION SOLUTIONS」(ダイヤモンドビジ

ョン ソリューション)を展開しています。 
当社は今後も、監視用途やデジタルサイネージをはじめ、

各種大画面市場に向けデータプロジェクターの拡販を図ります。 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 電話 03-3218-2359 FAX03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

企業の会議室や大学等の講堂、ホールなどで使用されるデータプロジェクターは、近年、アミ

ューズメントやデジタルサイネージなどにも利用が広がってきました。これらの場所は広く明る

いことが多いため、高輝度のプロジェクターが求められています。 
当社は今回、7000 ルーメンの高輝度で長時間の連続使用にも対応可能な新製品を発売します。 

 特長の詳細  

1．高輝度 7000 ルーメンにより、広く明るい場所でも映像を鮮明に表示 
330W の高圧水銀ランプを 2 灯使用した高輝度 7000 ルーメンで、講堂やホールなどの広く明る

い場所でも、クッキリはっきりした映像を表示します。大画面スクリーンで迫力のある映像が

楽しめます。 
2．超解像技術により、ぼやけた映像も補正して高画質に表示 
当社の液晶テレビや液晶ディスプレイにも採用している超解像技術を搭載しました。画像処理

アルゴリズムに基づき、低解像度の映像を拡大表示した時のぼやけた映像に、ぼやけ成分を推

定して補正を加えることで、細部までピントの合った高画質で自然な映像を表示します。 
また、デジタル放送やウェブサイト上の画像も、オリジナルに近いクッキリとした鮮鋭さと質

感で表示します。 
3．連続使用を可能にする「ランプリレー機能」と「自動掃除フィルター」 

(1)ランプリレー機能 
2 個のランプを交互に休ませることで長時間の連続使用が可能です。使用状況に応じて切り

替え周期を設定できます。 
(2)自動掃除フィルター 
冷却ファン吸気口にたまったホコリを「自動掃除フィルター」で定期的に取り除きます。長

時間の連続使用でも冷却効果を維持します。 
(3)ヒートパイプ冷却方式 
密閉方式で構造がシンプルなヒートパイプ冷却方式の採用により、冷却効果の信頼性を向上

しました。 
(4)自動バックアップ機能 

1 灯使用の場合には、片方のランプが切れた際にもう一方のランプに自動的に切り替わる自

動バックアップ機能を搭載していますので、安心して長時間の連続使用ができます。 

 その他の特長  

1. 設置性が向上 
(1)幾何学補正機能（縦・横台形歪み補正／コーナー補正／曲面投写画面歪み補正） 

縦方向／横方向の台形歪み補正機能に加え、曲面に投写しても画面歪みを補正する機能を搭

載しました。イベント時やデジタルサイネージでの表示提案の幅が広がります。 
(2)エッジブレンディング機能 

プロジェクターを複数台並べて投写するマルチ表示で、画面と画面の繋ぎ目を輝度調整でき

る機能を搭載しました。これにより、自然で迫力のあるマルチ表示を実現します。 
(3)カラーマッチング機能 

プロジェクターごとに微妙に異なる色再現性を補正し、色に均一性を持たせることで、一体

感のあるマルチ表示を実現します。 
2. 360 度設置 

真上や真下などにも投射が可能な 360 度設置を実現しました。どの角度に傾けても設置できる

ので、利用用途が広がります。 
3. 輝度重視か色重視かを選べるカラーホイール交換 

投射する映像や環境に合わせて輝度重視(標準カラーホイール)または色重視(オプションカラ

ーホイール)の 2 種から選択できます。 
4. 幅広い設置用途に対応する多彩なオプションレンズ 

オプションレンズはこれまでの短焦点、長焦点、遠焦点、固定リア焦点に加え、超遠焦点レン

ズ※1を追加しました。これにより 100 形投写時で 1.6m～18.4m の投写距離をカバーします。 
※1 超遠焦点レンズは 9 月中旬頃発売予定 
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 主な仕様  

形名 LVP-XD8100 
表示方式 DLP®（単板DLP®チップ）×1枚※2 
光学方式 時分割色分離・合成方式 

サイズ 0.7形×1枚（4：3） 
表示素子 

画素数 786,432画素（1024×768） 
ズーム※3 電動（1.35倍） 

フォーカス調整 電動 投写レンズ 
焦点距離／F値※3 f = 24.5～33.1mm／F2.0～2.4 

光源 高圧水銀ランプ 330W×2 
画面サイズ（投写距離）※3 小40形～ 大300形（1.4～10.6m） 

明るさ※4、※5 7000 lm 
コントラスト比（全白／全黒）※5 2000：1 

対応走査周波数 水平／垂直 15～100kHz／50～95Hz 
大入力解像度：1920×1200ドット（圧縮表示） コンピューター信号

入力時 パネル表示解像度XGA（1024×768ドット） 
ビデオ信号入力時 NTSC・4.43NTSC･PAL･SECAM・PAL-M/N・PAL-60

表示可能解像度 
および信号 

コンポーネント 
信号入力時 表示可能信号 480i/p、576i/p、720p、1080i/p 

コンピューター 
入力 映像 5BNC／ミニD-Sub15ピン／DVI-D（HDCP対応） 

各１系統 
ビデオ入力 映像 BNC、HDMI、S端子 各1系統 

LAN端子 RJ45 1系統 

シリアル RS-232C（IN）D-Sub 9ピン／オス 1系統 
RS-232C（OUT）D-Sub 9ピン／オス 1系統 

制御入出力／ 
その他 

ワイヤードリモート
IN・OUT （Φ3.5mmステレオミニジャック）各１系統

IN（D-Sub9ピン／メス）1系統 
電源 AC100V 50/60Hz 

消費電力 860W 
外形寸法 （幅×高さ×奥行き） 490×201×421mm（本体のみ）＊突起物含まず 

質量 16.0kg（本体のみ） 
※2 Digital Light Processing ： デジタルミラーデバイスを用いた投写方式 
※3 表示値は実際の数値と数％誤差が生じることがあります 
※4 記載値は出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911：2003 データプロジェクタ

の仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 2 に基づいています 
※5 設定条件により異なる場合があります 

 商標関連  
・DLP（Digital Light Processing）はテキサスインスツルメンツ社の商標または登録商標です。 
・HDMI、HDMI ロゴは HDMI License.LLC の商標または登録商標です。 
・記載されているその他のブランド名などは、それぞれの会社の商標または登録商標です。 

は、映像表示機器や映像情報配信システムにおける、三菱

電機グループのトータルブランド名です。 
 製作担当工場  
三菱電機株式会社 京都製作所 

〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所 1 番地  TEL 075-958-3090 FAX 075-958-3730 
 お客様からのお問い合わせ先  
三菱電機株式会社 デジタルメディア事業部 映像情報営業部 第二課 
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL 03-3218-6107 FAX 03-3218-6991 
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