
 新製品                                    ２００３年８月２１日 

  

  液晶テレビ｢       （ビエラ）｣  

             20V 型・17V 型・14V 型 ７機種を発売 

 

 

品       名 液晶テレビ 

愛       称 ＶＩＥＲＡ（ビエラ） 

品       番 ＴＨ－ 
２０ＬＢ１５ 

ＴＨ－ 
１７ＬＢ１５ 

ＴＨ－ 
２０ＬＢ１０ 

ＴＨ－ 
１７ＬＢ１０ 

ＴＨ－ 
２０ＬＢ１ 

ＴＨ－ 
１７ＬＢ１ 

ＴＨ－ 
１４ＬＢ１ 

サ   イ   ズ ２０Ｖ型 １７Ｖ型 ２０Ｖ型 １７Ｖ型 ２０Ｖ型 １７Ｖ型 １４Ｖ型 
本体希望 

小売価格（税別） オープン価格 
発 売 日 9 月１５日 

月 産 台 数 ３，０００台 １，０００台 ２，０００台 １，０００台 ３，０００台 １，０００台 ７，０００台 

質 

テレビ番組ガイド（*2）、SD/PC カードダブルスロット（*3）、BS アナログチューナー搭載

 
パナソニックマーケティング本部は、ＢＳアナログチューナーを内蔵し、「LCD PEAKS ドライバー 
(*１)」搭載で高画質を実現した液晶テレビ７機種（１４V､１７V､２０V 型）を９月１５日より発売します。 
本製品は、当社独自の「オーバードライブ技術」と｢アドバンスト液晶 AI(*4)｣技術からなる「LCD 

PEAKS ドライバー」を搭載し、残像感を抑えた、明るくハイコントラストな映像を再現。業界最高水準

(*5)の動画表示（応答速度(*6) 16msec）、高輝度（４５０ｃｄ／㎡）、ハイコントラスト（８８０：１、アドバン

スト液晶 AI(*4) ON 時）を実現しています。 

全機種にＢＳアナログチューナーを内蔵。ＢＳアナログ放送の様々なジャンルの番組を手軽にお楽しみ

いただけます。さらに、録画予約に便利なテレビ番組ガイド（ＥＰＧ）(*2)や、デジカメの画像を手軽に再

生できる SD/PC カードダブルスロット(*3)を装備するなど、ますます便利に楽しめるようになりました。 
当社は、本製品を、「新時代の映像生活」を提案する うす型テレビ「          （ビエラ）」のライン

ナップとして、積極的に市場に訴求、提案してまいります。 
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＜主な特長＞
．
明

LB

つ

切

問

「LCD PEAKS ドライバー(*1)」搭載で高画
． 明るく、ハイコントラストで、動画もクッキリ再現  

                NEW 高画質回路「LCD PEAKS ドライバー(*１)」搭載 

． テレビ番組ガイド（ＥＰＧ）（*2）､SD/PC カードダブルスロット（*3）装備で、 

便利な機能が充実 

BS アナログチューナー内蔵 
るくハイコントラストで、残像感を抑え、動画もくっきり再現する当社独自の液晶テレビ高画質化技術の名称。 

15、LB10 に搭載。 *3：LB15 のみ搭載。 *4：画面の暗い部分はより黒く、明るい所はより明るくし画面のメリハ

ける制御技術。 *5：１４Ｖ／１７Ｖ／２０Ｖ型液晶テレビとして。2003 年 8 月 21 日現在。*6：映像を黒→白/白→

替えるのに要する時間。 

い合わせ先】 
道関係様  パナソニックマーケティング本部 広報チーム 山口  ＴＥＬ ０３－３４３６－７６１５ 

 客 様   お客様ご相談センター   フリーダイヤル ０１２０-８７８-３６５(受付９時から２０時) 

1
ームページＵＲＬ http://panasonic.jp/viera 

http://panasonic.jp/viera


【特 長】 

１．明るくハイコントラストで、動画もくっきり再現する 

               NEW 高画質回路「LCD PEAKS ドライバー(*１)」搭載 

◆「LCD PEAKS ドライバー(*１)」は、 
１） 動きの速い映像の残像感を低減し、見やすくクッキリと再現する 「オーバードライブ」

技術 
   ２）ハイコントラストで高輝度な映像を再現する 「アドバンスト液晶ＡＩ(*4)」 

により、構成されます。 

（１）業界最高水準(*5)の動画表示（応答速度(*6) １６ｍｓｅｃ） 
 
当社独自のオーバードライブ技術により、業界最高水準(*5)の動画表示（応答速度(*6) 16msec）

を実現しています。ＮＴＳＣ方式の 1 画面の書換え時間（１６．７ｍｓｅｃ）を切ることで、液晶固有の

課題であった動画の残像感を抑え、より自然な映像表現を実現しています。 
                        

（２）｢アドバンスト液晶ＡＩ｣ 
 

｢バックライトの明るさ｣ と ｢液晶パネルの光シャッターの開口度合い｣ を連動させることで画面の

メリハリ制御を行うとともに、各画素の輝度を検出し、 輝度分布の多い点に より多くの階調補正

をすることで液晶パネルの持つダイナミックレンジを広く有効に利用しながら、バックライトの明るさ

をきめ細やかに制御します。これにより、引き締まった黒とコントラスト感を向上させ、自然な映像

を再現します。 
 

「アドバンスト液晶ＡＩ」は、大きく以下の２つの技術で構成されています。 

①シーン適応型バックライト制御 
映像シーンの明るさを自動的に判別し、それに応じてバックライトの明るさをリアルタイムに制

御する技術です。明るいシーンでは表示画面の最大輝度を約１．１倍に、暗いシーンでは最小

輝度を約半分に低減し、液晶パネルの明るさの表現力（表現できる輝度のレンジ幅）を実質約

２．２倍に拡大します。 
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②シーン適応型コントラスト・ガンマ補正 

映像シーンに応じて階調数を細かく調整し、映像成分が多い部分に多くの階調を割り当て

ることで、細部まできめ細かい映像を再現する技術です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）高輝度（４５０ｃｄ／㎡）／ハイコントラスト（４００：１）パネルを採用 
 

均一性の高い明るさを実現した液晶パネルを採用し、高輝度化を実現すると共に、パネルの形成

方法の工夫により、黒表示時の光漏れを抑えることでハイコントラストを実現しています。また、バ

ックライトは６０，０００時間(*7)の業界最高レベルの長寿命を実現しています。 
*7：ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾓｰﾄﾞでご覧になった時の寿命の目安です。 

 
（４）「ＵＷＶ技術」パネルで、広視野角（上下・左右 １６０°） 

 
広視野角パネルを実現する「Ｕｌｔｒａ－Ｗｉｄｅ－Ｖｉｅｗ技術」により、広視野角（上下・左右１６０°）を

実現しています。 
 

２．テレビ番組ガイド（*2）、ＳＤ/ＰＣカードダブルスロット（*3）装備で、便利な機能が充実 
 

テレビ番組表を見て、簡単に録画予約ができるテレビ番組ガイド（EPG）(*8)を搭載しました。地上ア

ナログ、BS アナログ放送に対応し、ジャンルでの番組検索も可能です。番組表から直接、もしくは検

索画面から、ビデオデッキやＤＶＤビデオレコーダーへの録画予約も簡単に行うことが可能です(*9)。

当社製DVDレコーダー「DIGA」への録画予約は、「番組タイトル」も同時記録できるので、再生や整

理の際に非常に便利です(*10)。 
また、ＳＤ／ＰＣカードダブルスロットを搭載。デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮った JPEG
（DCF フォーマット準拠(*11)）の静止画像をテレビで簡単に再生していただけます。ＰＣカー

ドアダプターを使用すれば、ＳＤメモリーカードのみならず、多彩なメモリーカードに対応。

テレビのＧＵＩ画面とリモコンで、一覧表示、シングル再生、スライド再生と再生モードを切

り替え、テレビでアルバムのように写真を楽しむことができる便利な機能です。 
*8：米国ジェムスター社が知的財産権を所有するＥＰＧ技術「Ｇガイド」をベースに、 

（株）インタラクティブ・プログラム・ガイド社（ＩＰＧ社）が日本国内で運用する電子番組表。 

  ジェムスター社および IPG 社は現在、TBS[（株）東京放送]系列を中心に全国 30 地区 31 放送局と提携して G ガ

イドデータ放送を行っており、地上波アナログ EPG として唯一のテレビ視聴者世帯カバー率 100%を達成しておりま

す。Ｇガイドはジェムスター社の登録商標です。 

*9：付属のＩｒシステムで赤外線信号伝送による録画予約が可能です。タイマー予約機能は９５年製以降発売の当社

製タイマー予約機能付ビデオデッキ（Ｗ－ＶＨＳを除く）、ＤＶＤビデオレコーダーに対応しています。 

*10：「ＤＩＧＡ」対応機種は、ＤＭＲ－Ｅ５０、ＤＭＲ－Ｅ６０、ＤＭＲ－Ｅ７０Ｖ、ＤＭＲ－Ｅ８０Ｈ、ＤＭＲ－Ｅ１００Ｈ、ＤＭＲ－

Ｅ２００Ｈです（２００３年９月時）。ただし番組タイトル情報に、［Ｎ］［ニ］[天]等の外字が含まれていると、ＤＶＤレコー
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ダーでは表示されません。 

*11：Design rule for Camera File system の略称。デジタルカメラで撮影した画像ファイルを記録メディア

内にどのように保存するかを定めた統一規格の名称。 

 
３．BS アナログチューナー内蔵 

 

スポーツ、映画など、BS アナログ放送の様々なジャンルの番組を手軽にお楽しみいただけます。 
 

４．D２端子装備により、５２５ｐプログレッシブ映像に対応 
 

Ｄ２端子を装備しているので、ＤＶＤ・BS デジタルチューナーと組み合わせることで、美しい５２５ｐプロ

グレッシブ映像が楽しめます。また、「新走査線変換 LSI」により、多彩なアスペクトに対応して、キレ

のよい美しい映像を再現します。 
DVD（スクイーズ表示／レターBOX 表示）の再生や任天堂ゲームキューブのプログレッシブ４：３表

示にも対応しています。 
 
・ アスペクト切り替え機能 

入力信号に応じて、４：３表示、１６：９表示の適切な画面サイズに映像を拡大縮小することが可能

です。 
 

５．両袖スピーカーで迫力のサラウンド感 
 

両袖ボックス２WAY スピーカーを採用。低音から高音まで、広角で臨場感 
ある音声を楽しんでいただけます。 

 

６．持ち運びやすい「キャリングハンドル」装備 
 

部屋間の持ち運びに便利な「キャリングハンドル」を搭載しました。 
 

７．レイアウトフリーを実現した、薄型のシンプルデザイン 
 

本体及びディスプレイ部を左右各２０°、前５°、後１０°と見やすい角度に調節できる角度調節機

能を装備しました。リビングはもちろん、寝室のベッドサイドや書斎のデスクトップへの設置など、お

好みに応じた設置が可能です。さらに、セットスタンドを外し、別売の金具（TY-WK15TA2 希望小売価格

7,500 円（税別））を使用することにより、壁掛け設置も可能です。 
本体デザインは、デジタルハイビジョンモデル（ＬＸ２０シリーズ）と同様、美しい曲線の「J フォルム」を

採用し、住空間との調和を図りました。 
 

８．その他 
 

（１）３次元Ｙ／Ｃ分離回路 （20V 型／17V 型のみ） 

２フレーム動き検出により、より精緻な制御を可能にした高精度な３次元Ｙ／Ｃ分離回路を採用。チラ

ツキの少ないクリアな映像を再現します。 
 

（２）環境にも配慮した省エネ設計 

   ①消費電力切替モード 

     リモコンで画面メニューの｢消費電力― 減｣を選べば明るいシーンのピーク輝度を抑制し、 

     消費電力を抑えながら自然映像を再現します。 
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②無信号自動オフ／無操作自動オフ機能 

10 分間無信号状態が続くと、また、３時間無操作状態が続くと自動的に電源が切れます。 

③無鉛はんだの採用 

プリント基板実装の一部に無鉛はんだを採用しました。 
 

なお、本製品には、世界共通取り付け規格のＶＥＳＡ規格（VESA FPMPMI 100mm ピッチ）に準拠

した取り付け孔を装備しています。 
 
 

〈別売オプション〉 
品      名 品      番 発売日 希望小売価格（税別） 

壁掛金具 ＴＹ－WK１５ＴＡ２ 既発売 ７，５００円 
映像ミニピンコード ＲＰ－ＣＶＰＭ３Ｇ１５ ９月１日 １，５００円 

 
   【需要動向】 

液晶テレビはデジタル放送時代にふさわしい表示デバイスとして、需要が急速に拡大しています。

また、レイアウトフリーを実現する薄型テレビに対する期待も一層高まってきており、今後も需要の

大幅な拡大が見込まれます。 
＜国内液晶テレビ（１０Ｖ型以上）総需要推移＞ 

２００１年 
（実績） 

２００２年 
（実績） 

２００３年 
（予測） 

２００４年 
（予測） 

３９１ ７１２ １,３００ １,８５０ 
                                                 （千台：当社調べ） 

〈ＬＢ１５シリーズの主な仕様〉 
品       番 ＴＨ－２０ＬＢ１５ ＴＨ－１７ＬＢ１５ 

サイズ（アスペクト比） ２０Ｖ型（４：３） １７Ｖ型（４：３） 
質     量 １０．３ｋｇ ８．３ｋｇ 

ｾｯﾄ 
ｽﾀﾝﾄﾞ含む 

横幅：６５９㎜  高さ：４８２㎜ 
奥行：２４７㎜ 

横幅：５７７㎜  高さ：４３６㎜ 
奥行：２４７㎜ 

外形寸法 
本体のみ 横幅：６５９㎜  高さ：３９８㎜ 

奥行：８０㎜ 
横幅：５７７㎜  高さ：３５２㎜ 

奥行：８０㎜ 
使 用 電 源 ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ） 
消 費 電 力 

（待機時消費電力） 
５９Ｗ 

（約０．４Ｗ） 
５７Ｗ 

（約０．４Ｗ） 
画面有効寸法 横幅：４０８㎜ 高さ：３０６㎜ 対角：５１０㎜ 横幅：３４４㎜ 高さ：２６２㎜ 対角：４３２㎜ 
画  素  数 水平６４０×垂直４８０×ＲＧＢ （９２１，６００画素） 

視野角 上下１６０°、左右１６０°（コントラスト≧５） 
スピーカー φ６cm２個 

音声実用最大出力 総合６W（ＪＥＩＴＡ） 
受信チャンネル ＶＨＦ：１-１２ch  ＵＨＦ：１３-６２ch  ＣＡＴＶ：ｃ13－ｃ38ｃｈ  BS：BS-1～BS-15 

接続端子 

・ ビデオ入力：Ｓ映像 ２系統 ２端子／映像、音声（左・右）３系統 ３端子 
    ﾋﾞﾃﾞｵ２入力は BS 拡張入力と切替， ﾋﾞﾃﾞｵ３入力はﾓﾆﾀｰ出力と切替(ﾐﾆｼﾞｬｯｸ端子) 
・ コンポーネント（色差）ビデオ入力：Ｄ２映像、音声（左・右）１系統１端子 
・ モニター出力：１系統 １端子 
・ Ｕ／Ｖ入力  ＢＳアナログ－ＩＦ入力 

・ヘッドホン：１系統１端子 

主な同梱物 リモコン（単３電池同梱）、Ir システムケーブル、Ｆ型接栓、ＡＣアダプター、電源コード 
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〈ＬＢ１０シリーズの主な仕様〉 
品       番 ＴＨ－２０ＬＢ１０ ＴＨ－１７ＬＢ１０ 

サイズ（アスペクト比） ２０Ｖ型（４：３） １７Ｖ型（４：３） 
質     量 ９．９ｋｇ ８．０ｋｇ 

ｾｯﾄ 
ｽﾀﾝﾄﾞ含む 

横幅：６５９㎜  高さ：４８２㎜ 
奥行：２４７㎜ 

横幅：５７７㎜  高さ：４３６㎜ 
奥行：２４７㎜ 

外形寸法 
本体のみ 横幅：６５９㎜  高さ：３９８㎜ 

奥行：７７㎜ 
横幅：５７７㎜  高さ：３５２㎜ 

奥行：７７㎜ 
使 用 電 源 ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ） 
消 費 電 力 

（待機時消費電力） 
５８Ｗ 

（約０．４Ｗ） 
５６Ｗ 

（約０．４Ｗ） 
画面有効寸法 横幅：４０８㎜ 高さ：３０６㎜ 対角：５１０㎜ 横幅：３４４㎜ 高さ：２６２㎜ 対角：４３２㎜ 
画  素  数 水平６４０×垂直４８０×ＲＧＢ （９２１，６００画素） 

視野角 上下１６０°、左右１６０°（コントラスト≧５） 
スピーカー φ６cm２個 

音声実用最大出力 総合６W（ＪＥＩＴＡ） 
受信チャンネル ＶＨＦ：１-１２ch  ＵＨＦ：１３-６２ch  ＣＡＴＶ：ｃ13－ｃ38ｃｈ  BS：BS-1～BS-15 

接続端子 

・ ビデオ入力：Ｓ映像 ２系統 ２端子／映像、音声（左・右）３系統 ３端子 
    ﾋﾞﾃﾞｵ２入力は BS 拡張入力と切替， ﾋﾞﾃﾞｵ３入力はﾓﾆﾀｰ出力と切替(ﾐﾆｼﾞｬｯｸ端子) 
・ コンポーネント（色差）ビデオ入力：Ｄ２映像、音声（左・右）１系統１端子 
・ モニター出力：１系統 １端子 
・ Ｕ／Ｖ入力   ＢＳアナログ－ＩＦ入力 

・ヘッドホン：１系統１端子 

主な同梱物 リモコン（単３電池同梱）、Ir システムケーブル、Ｆ型接栓、ＡＣアダプター、電源コード 

〈ＬＢ１シリーズの主な仕様〉 
品       番 ＴＨ－２０ＬＢ１ ＴＨ－１７ＬＢ１ ＴＨ－１４ＬＢ１ 

サイズ（アスペクト比） ２０Ｖ型（４：３） １７Ｖ型（４：３） １４Ｖ型（４：３） 
質     量 ９．８ｋｇ ７．８ｋｇ ５．６ｋｇ 

ｾｯﾄ 
ｽﾀﾝﾄﾞ含む 

横幅：６５９㎜  高さ：４８２㎜ 
奥行：２４７㎜ 

横幅：５７７㎜  高さ：４３６㎜ 
奥行：２４７㎜ 

横幅：５０９㎜  高さ：３７４㎜ 
奥行：１７７㎜ 

外形寸法 
本体のみ 横幅：６５９㎜  高さ：３９８㎜ 

奥行：７７㎜ 
横幅：５７７㎜  高さ：３５２㎜ 

奥行：７７㎜ 
横幅：５０９㎜  高さ：３０４㎜ 

奥行：７７㎜ 
使 用 電 源 ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ） 
消 費 電 力 

（待機時消費電力） 
５７Ｗ 

（約０．４Ｗ） 
５５Ｗ 

（約０．４Ｗ） 
４５Ｗ 

（約０．４Ｗ） 

画面有効寸法 横幅：４０８㎜ 高さ：３０６㎜  
対角：５１０㎜ 

横幅：３４４㎜ 高さ：２６２㎜  
対角：４３２㎜ 

横幅：２８８㎜ 高さ：２１７㎜ 対

角：３６０㎜ 
画  素  数 水平６４０×垂直４８０×ＲＧＢ （９２１，６００画素） 

視野角 上下１６０°、左右１６０°（コントラスト≧５） 
スピーカー φ６cm ２個  φ５cm ２個 

音声実用最大出力 総合６W（ＪＥＩＴＡ） 
受信チャンネル ＶＨＦ：１-１２ch  ＵＨＦ：１３-６２ch  ＣＡＴＶ：ｃ13－ｃ38ｃｈ  BS：BS-1～BS-15 

接続端子 

・ ビデオ入力：Ｓ映像 ２系統 ２端子／映像、音声（左・右）３系統 ３端子 
    ﾋﾞﾃﾞｵ２入力は BS 拡張入力と切替， ﾋﾞﾃﾞｵ３入力はﾓﾆﾀｰ出力と切替(ﾐﾆｼﾞｬｯｸ端子) 
・ コンポーネント（色差）ビデオ入力：Ｄ２映像、音声（左・右）１系統１端子 
・ モニター出力：１系統 １端子 
・ Ｕ／Ｖ入力   ＢＳアナログ－ＩＦ入力 

・ヘッドホン：１系統１端子 

主な同梱物 リモコン（単３電池同梱）、Ｆ型接栓、ＡＣアダプター、電源コード 

                                                          以上      


