KENWOOD

Android OS搭載のスマ
ートフォンをWi-Fi接続する
ことでYouTubeや人気の動
画配信サービスのコンテン
ツをナビの大 画 面でHDの
高画質で楽しめる。スマホ
の一部機種ではナビ画面で
のタッチ操作も可能だ。

フロントカメラ

ナビ連携ならではの
コンパクト設計
ナビ連携型前後
撮影対応２カメラ
ドライブレコーダー

リヤカメラ

DRV-MN970

価格：オープン（編集部調べ実勢価格：４万4000円前後）＊７月上旬発売予定
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彩速ナビ TYPE M
MDV-M909HDF
価格：オープン（編集部調べ実勢価格：16万3000円前後）

www.jvckenwood.com/

ＨＤ画面の魅力を引き立てる

●操作性に考慮したフ
ラットキーデザインを
採 用する大画 面９V型
のフローティングモデ
ル。２DINサイズの本
体により新車と既販車
で約300車種以上に装
着可能だ

するなど、基本のナビ機能だけでな
くエンターテインメント機能を存分
に楽しみたい人に向けたシリーズ最
上位モデルだ。
２０２２年モデルのトピックは、
新たにワイヤレスミラーリングに対
応したこと。これにより、 Android
スマートフォンのハイビジョン映像
をＷｉ Ｆ-ｉ接続によりナビの大画
面で楽しめるようになった。さらに

スマートフォンを Bluetooth
テザリ
ングで接続して音楽ＣＤのタイトル
情報やアルバムアート（ジャケット
写真）などの表示が可能になるなど、
エンターテインメント性能に磨きを
かけた。
従来モデルでもＨＤＭＩ接続によ
るスマホのミラーリングには対応し

ていたが、 Android
端末にはこれに
対応していないものが多くある。そ

のため、より多くの Android
スマホ
ユーザーが手軽にスマホのハイビジ
ョン映像を楽しめるようワイヤレス
ミラーリングに対応したというわけ

だ。ちなみに iPhone
では従来どお
りＨＤＭＩ接続でのミラーリングに
対応する。

ナビ連携ドライブレコーダー
にも対応

安心性能も拡充。カーナビと連携
するデジタルルームミラー型ドライ
ブレコーダー“ミラレコ”
「ＤＲＶ -

ＥＭＮ５７００」
、もしくは前後撮
影対応２カメラドライブレコーダー

「ＤＲＶ Ｍ-Ｎ９７０」と接続するこ
とで、カーナビ本体のＧＰＳや各種
センサーから高精度な自車位置情報
を取得し、ナビの地図画面上に録画
映像を表示できる。どちらもＨＤ画
質で捉えたものをナビの高精細なＨ

Ｄ画面で表示できるのだ。
これらの機器の各種機能はナビ画
面上で操作可能。簡単かつスマート
に操作できる点もポイント。
ほかにもＴＹＰＥ Ｍ２０２２年
モデルは、地図アイコンをリニュー
アル。より直感的でわかりやすいデ
ザインとして、ナビ機能もブラッシ
ュアップしている。

基本の機能が高スペック

２０２２年モデルは、高精細・広
視野角（上下左右１７０度）のＨＤ
パネルを搭載。さらにグレア処理し
た静電容量式タッチパネルの採用に
より、快適な操作感を実現する。
ナビ機能としては独自の高速描画
技術「ジェットレスポンスエンジン
Ⅲ」や膨大な情報量を収納しながら
高速レスポンスを実現するデータ圧
縮技術「Ｓ３フォーマット」を採用。
緻密でクリアなＨＤ画像表示や、流
れるような操作感を実現するユーザ
ーインターフェース「オーガニック
ＧＵＩ」などにより、彩速ナビなら
ではの快適性を披露する。
スマホライクなドラッグ（画面に
触れたまま動かす）やフリック（は
らい）
、
ピンチイン
（２本指で縮める）
、
ピンチアウト（２本指を広げる）な
どの操作も引っかかりのない、自然
な操作感が魅力だ。
地図画面では見やすさにこだわっ
た新地図色「スマートカラー」のほ
か、視認性に優れる「ダイナミック

ちょうかん

カラー」
、スマートフォンライクな

ふ かん

また地図表示を真俯瞰から鳥 瞰

「ダークカラー」から選択可能だ。

図へと好みに合わせて俯角を１度単
位で調整できる「３Ｄスライダー」
、
「ドライビング３Ｄマップ」でラン
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彩速ナビの2022年モデルと連
VIS」を搭載。Ｆ値1.55の明るい
携可能な11型IPS液晶を採用した
レンズを採用し、夜間や暗いトンネ
デジタルルームミラー型ドライブレ
ル内の走行でも明るく鮮明な映像
コーダー。ナビ本体の高精度自車
で記録する。HDR機能も搭載。明
位置情報を活用した測位記録が可
るさ調整機能を備え、スモークタ
能で、ナビ画面のタッチ操作によ
イプのリヤウインドーでも明るく記
る各種映像表示にも対応し、ナビ
録する。
の大画面で録画映像を確認できる。 「音声コマンド機能」を搭載し、走
前方カメラは本体右側にあり、
行中でもハンドルから手を離さず
右ハンドル車のドライバーの視点に
に動画の録画開始操作や静止画撮
近い映像を記録できる。後方カメ
影、表示画面の切り替えが可能だ。
ラはスリムな形状で後方視界を遮
このほかドライブをサポートする
ることなくスマートに設置が可能。 「運転支援機能」や最長約10時間
前後のカメラともに高感度の裏
の動体検知対応の「駐車監視録画」
面照 射 型CMOSセンサー「STAR
も搭載する。

彩速ナビのフラッグシップ「TYPE Ｍ」の2022年モデ
ルは、従来モデルの“彩速”ならではのキレイ、早い、
使いやすいに加え、エンタメ、安心性能を拡充できる
機能を備えユーザビリティを大幅進化。いっそう魅力の
あるモデルに仕立てられているのだ。

ケンウッドの「彩速ナビ」のフラ
ッグシップモデル「ＴＹＰＥ Ｍ」が
２０２２年モデルとして登場した。
ラインアップは９Ｖ型画面のフロ

●ナビ上で記録映像の確認では記録
した場所の地図表示も可能だ

価格：オープン（編集部調べ実勢価格：５万5000円前後）

ーティングモデル「ＭＤＶ Ｍ-９０
９ＨＤＦ」と９Ｖ型インダッシュモ

●バーチャルルームミラーとして後方
の様子をナビ画面に表示できる

DRV-EMN5700

デルの「ＭＤＶ Ｍ-９０９ＨＤＬ」
、
７Ｖ型２００㎜ワイドモデル「ＭＤ

比で約40％の小型化を実現。設
置の自由度を高め、視界の妨げに
なりにくいコンパクトなデザイン
となっている。
前後カメラともにフルハイビジ
ョン画質で高精細に記録。逆光な
どの明暗差の大きなシーンでも明
瞭に記録可能なHDR機能も搭載。
レ ン ズ は 水 平 約128度、 垂 直 約
70度の広角仕様で広い範囲を記
録できるほか、高感度CMOSセン
サーとJVCケンウッドのチューニ
ング技術で明るく鮮明な映像撮影
が可能だ。

ナビ連携デジタルルームミラー型ドライブレコーダー

Ｖ Ｍ-８０９ＨＤＷ」
、７Ｖ型１８０
㎜モデル「ＭＤＶ Ｍ-８０９ＨＤ」
の計４モデルで、車両のインパネ形
状や好みに合わせて選択できる。
いずれも高精細ＨＤパネルを搭載
するほか、ハイレゾ音源再生に対応

彩速ナビ TYPE Ｍと同時に発
表した前方と後方の同時録画に対
応するナビ連携型２カメラドライ
ブレコーダー。
DRV-MN970は、 彩 速 ナ ビ20
22年モデル全機種との連携が可
能で、ナビ本体の高精度自車位置
情報を活用した測位記録をはじめ、
ナビ画面のタッチ操作による各種
映像表示に対応。運転中にナビ画
面で後方を映像で確認できるバー
チャルルームミラー＆サブリヤカ
メラ機能を搭載する。
フロントとリヤのカメラは従来

先進感たっぷりな
安心装備をスマートに
装着できる

彩速ナビ２０２２年モデルはナビ連携に注目！

ワイヤレス
ミラーリングに対応!!
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彩速ナビTYPE M ラインアップ
［９Ｖ型インダッシュモデル］

MDVM809HDW

ふ かく

オーディオブランドとして高い知
名度と技術力を武器に１９９０年代
にカーナビ製品を精力的に販売して
きたケンウッド︒サクサクとストレ
スのない操作感や鮮やかな色彩表現
により︑カーナビの使い勝手だけで
なく映像視聴などエンターテインメ
ント性能においても評価されている
﹁彩速ナビ﹂という商品名が登場

のが﹁彩速ナビ﹂だ︒
したのは２０１１年のこと︒じつは
それ以前でもこの﹁彩速﹂性能は発
揮されていたのだが︑そのきっかけ
は日本ビクター︵以下ＪＶＣ︶とケ

KENWOOD

ドマークに隠れたマップを可視化で
きる「半透過オン／オフ」機能を設
けるなど、ＨＤ対応の美しい地図表
示を使いやすくする仕掛けを備える。
「６軸慣性センサー」や「高精度
測位環境補正プログラム」により高
精度な自車位置を表示するほか、独
自のアルゴリズムでＧＰＳ情報の信
頼度を判定し、電波の届きにくい場
所でも位置ズレを軽減。ルート案内
時の不安を解消する。
安心・安全運転をサポートする機
能においても
「ゾーン エリア表示」
や「一時停止案内」
、高速道路走行
中の「逆走警告案内」など、うっか
りミスを防ぐ機能が備わる。

モリ︶をいち早く採用︒ＨＤＤに比

リッドステートドライブ＝半導体メ

の読み出し速度に優れるＳＳＤ︵ソ

だったのだが︑ケンウッドはデータ

媒体ＨＤＤ︵ハーディスクドライブ︶

国の地図を収録できる大容量の記録

となく︑安心して快適に使えるよう

しています﹂と自信を見せる︒

操作感が得られるようチューニング

性能に関してはそん色なく﹁快適な

がかかる場合もあるが︑レスポンス

量が増えており︑従来よりも高負荷

も組み合わせられる機器や扱う情報

ブラッシュアップしていくのは簡単

﹁彩速﹂というイメージを損なうこ

なことではない︒今回は新製品のＴ

べ記憶容量に劣るが︑これを独自の

また︑映像分野で高い技術力を持

ストレスフリーの操作感を実現した︒

リーからフラッグシップまで全モデ

ＹＰＥ Ｍを紹介しているが︑エント

社名が改められたのを機に︑きれい

優れるところで︑どのモデルを選ん

と比べてもコストパフォーマンスに

ントがもれなく利用できる︒

でも〝彩速〟というストロングポイ
イメージしやすくした〝彩速〟とい

な映像表現や︑サクサク動く快適な

筆すべきは同等グレードのライバル

さと快適な操作性を備えている︒特

ルが〝彩速〟の名に恥じない鮮やか

つＪＶＣの映像処理技術を投入する

そして 年にＪＶＣケンウッドと

た製品となっていた︒

上︒両社の技術力を最大限に生かし

ことで︑画面の表示クオリティが向

圧縮技術により解決︒素早い描画や

担当者によると︑前年モデルより

性能の維持︒

により懸念されるのは〝彩速〟の〝速〟

まざまな外部機器との接続機能など

カーナビの高性能化をはじめ︑さ

を強化している︒

大限に生かしながら快適・安心性能

ＨＤ画質のカーナビ画面の利点を最

﹁ＤＲＶ Ｍ︲Ｎ９７０﹂とのＨＤ接続
による連携機能なども備えるなど︑

﹁ミラレコ ＤＲＶ Ｅ︲ＭＮ５７００﹂
や前後２カメラドライブレコーダー

ジタルミラー型ドライブレコーダー

デルでは︑ Android
スマホのワイヤ
レスミラーリング機能をはじめ︑デ

し進化する彩速ナビ︒２０２２年モ

やすさや時流に合わせた性能を付加

ント性能の基幹技術をベースに扱い

カーナビ性能とエンターテインメ

展開が図られたのだ︒

うフレーズを前面に押し出した製品

彩速ナビ ＴＹＰＥ Ｍは、フラッ
グシップらしい快適・便利に使える
機能満載のケンウッド自信作なのだ。

エンタメ機能に関しては、前述の
ワイヤレスミラーリングやＨＤＭＩ
接続によるスマホ連携のほか、広範
囲でクリアな地デジ放送を楽しめる
「広感度地デジチューナー」を搭載。
ＤＶＤ、ＵＳＢデバイス、ＳＤカー
ドなどさまざまなメディアの動画／
音楽再生が可能だ。ＨＤＭＩ接続で
はリヤモニターのＨＤ接続にも対応
し、車内まるごとエンタメ空間に仕
立てることもできる。
オーディオ機能はハイレゾ音源再
生に対応するほか、ＣＤやＭＰ３な
どの非ハイレゾ音源をもマスター音
源に近づける独自の高音質化技術
「Ｋ２テクノロジー」を搭載。さら
に車内を最適な音響に整える「プロ
モードＥＱ」や好みの音場を作り出
せる各種サウンド調整機能を備える。

メディアもサウンドも
移動がもっと楽しくなる

30

ナビの商品名が新たに﹁ＡＶＥＮＵ

ンウッドの経営統合にあった︒

●30㎞/hの速度規制エリアを表示する「ゾーン30エリア表示」や高
速道路を走行中に逆走を検知すると画面表示と音声で注意喚起する
「逆走警告案内」のほか、
「一時停止表示」
、
「リフレッシュ通知」
、
「ス
マートフォン置き忘れ警告」などにより安心・安全運転をサポート

Ｅ︵アベニュー︶
﹂と名付けられた︒ ナビ操作を視覚的にも語感としても
当時主流だったのは本体内に日本全

年の両社の経営統合を機にカー

●ハイレゾ音源をBluetooth接続で転送
する高音質コーデック「LDAC」に対応
するほか、非ハイレゾ音源を高音質化
する独自技術「Ｋ２テクノロジー」など
こだわりのオーディオ再生機能を搭載

彩速ナビ TYPE M

●ドライビング３Ｄマップを表示時に３Ｄスライダー操作により地図の俯角を１度単位
（１～64度）で調節可能。リアルな描画を保ちながら好みの角度に手軽に変えられる

安心・安全運転を
サポートする
機能を搭載

１度

地図の俯角をリニアに調整可能

11年目の「彩速」は
“変わらず”に進化する

スマートカラー
ダイナミックカラー
ダークカラー
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する映像コンテンツを後席乗員が楽しめるように
なる。さらに音質にこだわるスピーカーなどもライ
ンアップ。これらを装着することで快適で楽しいド
ライブを実現可能だ。
ナビのHD画質を存分に活用できる新搭載のワ
イヤレスミラーリング機能やドライブレコーダー接
続のほか、10.1型HD液晶リヤモニター「LZ-1000
HD」
（別売り）のHDMI接続により、ナビで再生

価格：オープン
（編集部調べ実勢価格：
10万5000円前後）

●HD解像度に対応する地図は、見やすさを追求し配色にこ
だわった新地図色「スマートカラー」のほか、従来の彩速ナ
ビで好評のメリハリのある彩色の「ダイナミックカラー」
、ス
マホにも採用されるトーンを抑えた「ダークカラー」を採用

好みで選べる
３つの地図色
価格：オープン
（編集部調べ実勢価格：
10万5000円前後）

●ルート案内中では進路変更ポイン
トまでの距離と方向を素早く認知可
能な「ここです案内」を表示する
●地図スケールを変更することなく自
車周辺の詳細地図を素早く確認でき
る「ワンタッチルーペ」を搭載する

［７Ｖ型200mmモデル］

ハイレゾ音源に
対応した充実の
オーディオ機能
11

HDで“つながる”充実の外部機器接続
MDVM809HD

64度
08

── 使 い 勝 手 に 優 れ る 充 実 の ナ ビ 機 能 ──

KENWOOD

MDVM909HDL
価格：オープン
（編集部調べ実勢価格：
15万2000円前後）

［７Ｖ型２DIN（180mm）モデル］

