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PIONEER UDP - LX800

￥365,000＋税 11月中旬発売予定
●再生対応ディスク：UHDブルーレイ、BD、DVD、SACD、CD 他●接
続端子：HDMI出力2系統、デジタル音声出力2系統（同軸、光）、アナロ
グ音声出力2系統（XLR、RCA）、USBタイプA 2系統、ZERO SIGNAL
端子1系統（RCA）、LAN1系統 他●消費電力：28W（待機時0.4W）●
寸法/質量：W435×H131×D339mm/14.5kg●問合せ先：パイオニア
ホームオーディオコールセンター☎︎050（3388）9425

I n t rodu ction

高品位ディスク再生追求の
長い歴史が圧倒的
パフォーマンスへと結実した
レーザーディスクの黎明 期から、光

づくりがなされている点にパイオニアの
意地が見て取れる。そしてもうひとつ
注目すべきポイントは、アナログ音声再
生時とデジタル音声再生時の区分けを
徹底して行なっていることだ。
アナログ音声に関しては、バランス出

がＵＨＤブルーレイの時代を迎えてから

ルを作り続けてきたパイオニア。ところ

る「 ダイレクト」モードを用 意するな

ジタル音声と映像信号回路をオフにす

力を備えた２

「トランスポート」モードを設けて、デ
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ＰＲＯを２基搭載し、８ パラレル駆動

くＥＳＳテクノロジー社のＥＳ９０２６

ＡＣＤプレーヤー、ＰＤ７０ＡＥと同じ

である。ＤＡＣチップは昨年登場したＳ

よる相互干渉の低減なども大きな特徴

号処理回路の徹底した分離独立構造に

よるグランドの低インピーダンス化、信

回 路 側に目を向けると、バスバーに

性アップ、などが挙げられる。

放熱孔レス化を推し進めて防塵と静音

●発熱に対する万全の対策を施しつつ

の振動と内部で発生する定在波を抑制、

し、高 速で回 転 するＵＨＤブルーレイ

●ハニカム構造ケースに回転メカを収納

●低重心・高剛性設計シャーシの採用、

そのほかのポイントを 列 記 すると、

を採用したのである。

らず、映像信号にも有効に働く方法論

らリレーでカット。デジタル音声のみな

路用に供する電源トランスを１次 側か

要なアナログ音声回 路と、アナログ回

めている。デジタル信号出力時には不

Special Report

夫も加えている。

てグランドインピーダンスを低減する工

「ZERO SIGNAL」端子を用意し

共振や定在波の抑制を行なっているし、

を与えてシャーシ内で発生する不要な

び 心 も 加 え た 音 楽 記 号 の プレス 加工

らに電源トランスや電源回 路には、遊

て、ジッターレス伝送を可能にする。さ

加えて、ＡＶセンターとの組合せにおい

またパイオニア独自のＰＱＬＳ回路を

により高Ｓ／Ｎ化を実現している。

ch

ディスクプレーヤーで数々の栄光のモデ

というもの、彼らは何のメッセージも発

ど、オーディオプレーヤーとしてのポテ

再生に徹し、さらにデ

しないまま、３年 近くの歳月が流れよ

ナログマルチチャンネル端子を装備する
ことは、技術的にはもちろん可能だが、

ンシャルを高める工夫がされている。ア

本機はあえて２

うとしていた。それだけにその動向は、
いたといってもいいだろう。だからこそ、

とに彼らの強いメッセージが現れている。
製品の概要は既報の通りだが、基本

ジタル音声出力時の高品位化を推し進

そしてもうひとつ、その逆ともいえる
的には光ディスクの再生に特化したモノ

に違いない。

再生に特 化。このこ
ては快哉を叫びたくなる大きな出来事

ＵＤPＬＸ８００の誕生は、
ファンにとっ

不思議を通り越して心配の種になって

ch

ch
-

リファレンス
“光ディスク”プレーヤー
UNIVERSAL DISC PLAYER

誕生

４Ｋ、ハイレゾ時代の
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によく目配せできているし、実際にジェ

よく使うＵＨＤブルーレイ『グレイテス
ドのほか、映 像 デバイスごとに最適化

ＬＸ８００には「リファレンス」モー

ズの細やかさと輝きに目を見張った。

ニー・リンドの衣装に縫い込まれたビー

ト・ショーマン』の、ジェニー・リンド
適宜そのモードを使い分けることができ

させた「プリセット」モードが用意され、
る。ただし「リファレンス」モードは徹

がステージで「ネバー・イナフ」を歌う
場面だが意外と手強い。暗部階調が充

シーンを用いた。一見簡単そうに思える
底したノイズ対策を行なうことでリア

デバイスのモードを選択しても納 得で

で、
「リファレンス」はもちろん、表示

セット画質モードは補正幅は抑えめなの

ダーなトーンになる。しかし本機のプリ

の見晴らしがよくなるが、いくぶんアン

Ｄ TＶ」モードでは暗部から中間輝度

レンス」モードが好ましかった。
「ＯＬＥ

ＥＤ TＶ」モードよりもむしろ「リファ

５５ＦＺ９５０で視聴しても、
「ＯＬ

オールドマンの迫真の演技を描き出す。

彼の表情をていねいに捉えて、
ゲイリー・

なく、赤いオンエアランプに照らされる

説するシーンでも暗部のノイズの浮きが

チャーチル〜』
の放送局でチャーチルが演

海外盤UHDブルーレイ
『ウィンストン・

で効くのかと感じ入ってしまった。

分でないとステージと観客席のコントラ

リティのある映像の再現に力を注いでい
るので、基本的にはこのモードで使うこ
とをお薦めしたい。画質調整に関して、
私はソース機器より、受け側のディスプ
レイで行なうほうがベターだと思ってい
るが、この辺りは相互の関係を見て使い
こなしてほしい。
「リファレンス」モードで再生しつつ、
先に述べた「トランスポート」モードを
選択すると確実に映像のトランスペアレ
ンシー（透明 度 ）が高まる。正直なと
ころそれほど多 くは期 待していなかっ
たがこれは予想外。階調表現の高まり
とともにハイライトも伸びるので、ジェ
ニー・リンドが登場するシーンで焚かれ
るスモークの動きと量が増加したことに

きる映像を再現してくれると思った。
↑もっとも素直な映像出力である
「リファレンス」
モードのほかに、
「OLED TV
（有機E Lテレビ）」、
「 液晶」、
「プロジェクター」
など映像デバイスに合わせた
チューニングを図った映像モードを搭載している

は驚かされた。こんな微細な部分にま

↑HDMI端子は映像と音声の分離出力に対応した2系統を備える。現在は
一般的な高画質・高音質伝送手法の定番となっているが、
もともとパイオニア
が2008年に発売したBDP-LX91で提案したのが嚆矢である。本体ボタンあ
るいはリモコンで設定できる
「トランスポート」
モードでは、
デジタル音声信号の
高純度化を図り、
さらにHDMI映像のピュアネスも狙う
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画質編
細やかさと輝きに目を見張った４Ｋ＆ＨＤＲ映像
トランスポートモード時の画質向上ぶりにも注目

み込み過ぎるとジェニー・リンドのフェ
イストーンの赤みが増してライティング

ストが取れないし、かといって暗部が沈

はプロジェクターにソニーのＶＰＬ ＶＷ
の妙 味が感じられなくなってしまうか

最初はＶＷ７４５におけるスクリーン

９５０を用いた。

クの有機ＥＬディスプレイＴＨ５５ＦＺ

-

大画面での画質である。視聴には最近

らだ。ＬＸ８００はそうした部 分へ実

７４５、直視型モニターとしてパナソニッ

それでは、ＬＸ８００の画質について

↑取材に応じていただいた方々。上から、
オンキヨー
株式会社 技術本部の商品企画部 商品企画1課
の宮川修男さん
（商品企画担当）、ハードウェア技
術部 ハード技術グループの主席技師 平塚友久さ
ん
（音質担当）
、
ハードウェア技術部 OEMグループ
OEM3課の主幹技師 梅津尚昌さん
（画質担当）

のリポートをお届けしよう。テストに
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モードを選択すると、全体にヌケがよ

音質編

ＬＸ８００は、いま発 売しているあ

プした。やはりアナログ接 続ではデジ

くなり、
ヴォーカルのフォーカス感もアッ

12

オーディオプレーヤーとして実に完成度が高い。
使いこなしにもダイレクトに反応してくれる

然、ＣＤやＳＡＣＤをはじめ、ＤＶＤオー

大きい。この時アンバランスケーブルを

タル音声系の回路をオフにする効果は

らゆる ㎝光 ディスクに対 応する。当

ディオ、ＢＤオーディオなどの音楽ソフ

接続したままだったので、これを外して

ch

トにも万全の態勢だ。

最 初にカレン・ソウサのＣＤ『 夜 空

くなることで声 がぐっと前に出てくる

もう一度再生すると、アースループがな

し、細やかさが増して余韻もよく描く。

続によるアナログ２ の音を聴いてみた。

こうしたことを考えても、本 機では使

のベルベット』を使い、アンバランス接

厚みのある柔和な表現で落ち着きのあ

たい。
（潮）

し力強さがあってもいいが、憂いの

↑UDP-LX800では、
「ZERO SIGNAL」
を導入、本端子とアンプ
（AV
センター）
とをRCAケーブルで接続することでグランドインピーダンスを下
げ、
より安定した信号伝送ができるとする。
それぞれの電源供給環境次
第だが、
この仕組みを使うと劇的に効果があがるケースがあるので、
ユ
ーザーはぜひ使いこなしたい

格ユニバーサルプレーヤー、U D P-L X800の誕生を心より歓迎し

るヴォーカルを耳元へと届ける。もう少

続に替えると解 像 力 がアップ

ある感じが心地よい。バランス接

し、しっかりとした足取りの

続いてバランス接 続

質、音質に鋭く切り込んだトライアルとして高い評価に値する。本

音になる。

がっていることに、一安心した。
とりわけ今できる限りの提案をもっ
て作り上げた「トランスポート」モードは、デジタル接続における画

のまま、デジタル音

パイオニアから登場した待望のU H Dブルーレイプレーヤーである。
この日を待っていたファンも多いと思うが、
それだけの内容に仕上

号処理をやめる

待望のUHDブルーレイプレーヤー登場。
「トランスポート」モードの提案もさすがだ

声出力や映像信

「ダイレクト」

総括

PIONEER
UDP - LX800

HDMI接続での「PQLSビットストリーム」による
ジッターレス伝送の仕組み

いこなしが大切であることがわかる。な

聴いたが、
こちらは
「トランスポート」
モー

お、同軸デジタル出力でも、このＣＤを
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ド時に大きく品位が向上したことを報

次に『グレイテスト・ショーマン』で「ト

告しておきたい。

ランスポート」モードの入／切での効果

を比較してみた。
「切」の状態でも音楽

や効果音のダイナミズムをよく伝える

し、ダイアローグの滑舌もなかなかよい

が、
「入」にすると全体の雰囲気が一変

する。ヒュー・ジャックマンが演じるバー

ナムの前説明に続く観客の囁きが明瞭

き出す。映像での効果とよく似た変化

↑取材では、HDMIのセパレート出力のほか、
アナログバランス
（XLR）
音声出力も行なっ
ている。AVセンターへのHDMI接続はPQLSモードに加えて、
ゼロシグナル端子を活用し
たコネクションを行なった

になり、細やかな背景音まで見事に描

が音質面でも感じられるのだ。演奏会

も魂が吹き込まれる感じだ。

場のスケール感が大きくなり、歌声に

パイオニア独 自の伝送方 法であるＰ

-

ＱＬＳモードもＳＣ ＬＸ９０１との連携

で試そう。前述のように「トランスポー

まるが、ここにＰＱＬＳが加わると、音

ト」モードで映像／音声ともに引き締

さらに、本 機のゼロシグナル端子を

のクリアネスが大きく高まる。

ＲＣＡケーブルを使ってＬＸ９０１の空

通化によりＳ／Ｎ感が高まり、ローレベ

いている端子に接続すると、アースの共

ルの静けさが増す。とりわけＨＤＭＩの

を使うと音質改善が見込めるケースが

アースは脆弱なので、ゼロシグナル端子

オーディオ機器ではグレードが高ま

ある。ぜひ試してほしい。

れば高まるほど、使いこなしによって潜

在能力が引き出す必要が生まれるわけ

備えていることをぜひ伝えておきたい。

●プロジェクター：ソニーVPL-VW745
●スクリーン：
オーエス レイロドール
（120インチ/16:9）
●有機ELディスプレイ：
パナソニックTH-55FZ950
●AVセンター：パイオニアSC-LX901
●コントロールアンプ：
アキュフェーズC-290V
●パワーアンプ：パスX600.5
●スピーカーシステム：
パイオニアS-1EX
（L/R/LS/RS/LSB/RSB）
、
S-W1EX×2(LFE)、
S-CN301-LR
（Top Front、Top Rear）

だが、ＬＸ８００がそうした可 能性を

視聴に使った機器

↑パイオニアでは、2008年のBDP-LX91
（BDプレーヤー）
およびSC-LX81
（AVセンタ
ー）
で実現したPQLS
（プレシジョン・クォーツ・ロック・システム）
を着実に進化させて、現時
点ではビットストリーム信号にも対応している。SC-LX901/LX801/LX701などの現行
のPQLS対応AVセンターとはもちろん、過去のPQLS対応モデルとの連携も可能だ

↑アナログ音声出力端子は、
アンバランス、
バランスの2系統を装備。D A C
素子は、ESSテクノロジー製ES9026PROを左右独立で計2基搭載、
その
差動出力を後段のI/V
（電流/電圧）
変換回路、LPF
（ローパスフィルター）
回
路を経たフルバランス回路として構成、バランス出力ではそのまま出力する
流れだ。
こうした回路構成は、昨年リリースした単体S A C Dプレーヤー、P D70AEで開発の成果が活かされた格好だ
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