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蓄積されたノウハウをもとに、音質のさらなる向上を追求。
最新型「ダイレクト エナジーHDアンプ」

SC-LX85/SC-LX75の「ダイレクト エナジーHDアンプ」から採用

されたDirect Power FETの特性に対するさまざまな調整を時間を

かけて繰り返し行い、そのポテンシャルをさらに引き出すノウハウを

蓄積。SC-LX86/SC-LX76では、Direct Power FETの特性に

合わせて回路設計を最適化するために、グランド設計から音質

パーツの選定、抵抗の定数・配置など細部に至るまで徹底的に

見直しを図り、パターンレイアウトを一から再構築することで、より

豊かな低域の再現力を獲得しています。

さらに、アンプ部の筺体部品を含めて電流経路の改善を行うことで、

ノイズの抑制をし、クリアな中高域の再生も実現。音質面でのさらなる

向上を果たしています。

AIR Studiosのサウンドクリエーターによる厳格な音質確認と
パイオニア エンジニアの技術が磨き上げる「AIR Studiosチューニング」

「AIR Studios Monitor認証」とは、イギリスにある世界最高峰の

録音スタジオ「Air Studios」において、テクニカルディレクター

Tim Vine-Lott氏を中心としたサウンドクリエーターたちが求める

音質クオリティを満たしたことを証明するものです。

パイオニアAVアンプは2001年発売のVSA-AX10以来、中上級機で

AIR Studiosの認証を取得。SC-LX86につながるシリーズでは

2008年発売のSC-LX81以来、毎年AIR Studios Monitor認証を

取得していますが、その音は毎年着実に進化しています。なぜなら、

認証には常に前モデルと同等以上の音質が要求されるからです。

SC-LX86も、前年高い評価を得たSC-LX85を超えることが条件

でした。そのため、SC-LX86の音質はTim Vine-Lott氏から、

「1ランク上のMonitor Referenceの認証を受けたSC-LX90に

匹敵する」とまで評価されています。

毎回チューニングセッションでは、あらゆるジャンルの音楽や映画

を心ゆくまで楽しめるクオリティを目指さし調整が行われます。

それはClassic、Jazz、Popsなど、ライブ素材の2chからマルチ

チャネル素材まで徹底的に試聴し、最新モデルと前モデルを比較。

そしてサウンドクリエーターが次々に指摘する要求にパイオニアの

エンジニアが一つ一つ改良とチューニングを積み重ねていきます。

このようにさまざまな角度から音楽性を磨き上げることを毎年繰り

返すことで、結果的に「Monitor」クラスの枠を超えるほどの音質

を実現しています。

音質確認を行うTim Vine-Lott氏（左）

2008年 
SC-LX81

2009年 
SC-LX82

2010年 
SC-LX83

2011年 
SC-LX85

2012年
SC-LX86 Direct Power FET採用

ダイレクト エナジーHD
アンプ搭載

ICE Power採用
ダイレクト エナジーHD
アンプ搭載

AIR Studiosの認証は常に前モデルの音質を超えることがクリアの条件

AIR Studios

SC-LX86  
ダイレクト エナジーHDアンプ

Direct Power FET＆
ローパスフィルタ

電源部＆
スピーカーリレー部

小信号回路＆
GATEドライバー

年
々
音
質
が
向
上

ダイレクト エナジーHDアンプ／AIR Studiosチューニング
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位相制御の先駆けとして一歩先をゆく進化を実現、
「オートフェイズコントロールプラス」

フェイズコントロール技術は、パイオニアが業界に先駆けて開発した位相

制御技術として2005年に特許取得の発表を行いライセンスを開始した

オリジナル技術です。スピーカーではその前年に発売されたS-A77シリーズ

から搭載を開始。AVアンプでは2005年に発売されたVSA-AX4AViに

初めて採用されました。その後、LFE成分の遅延補正からマルチチャンネル

スピーカーシステムすべてのユニットの位相を制御する「フルバンドフェイズ

コントロール」へ進化。さらにはコンテンツ自体に含まれる位相のズレを

補正する「フェイズコントロールプラス」を実現し、コンテンツから音の出口

まで、現在ではマルチチャンネル再生においてもすべての位相を正確に

コントロールし、臨場感あふれる高音質再生を可能にする革新的な技術と

して高い評価を受けています。

「オートフェイズコントロールプラス」は、その最新の技術としてコンテンツ

自体に含まれるLFE成分の遅延をリアルタイムで解析し、自動で最適化する

ことを可能にした画期的な技術です。

右の図で示すように、機能設定をONにするだけで、リアルタイムで計測

したサンプルデータを基に極性判定と遅延時間の測定を行うとともに、

メイン成分との相関を解析。 誰でも簡単にコンテンツに合わせた適切な

位相制御が行えるパイオニアならではの先進機能です。

システム環境に応じセンタースピーカーの定位調整を可能にする
「ダイアログエンハンスメント」機能

パイオニアAVアンプ SCシリーズおよびVSA-922では、ディスプレイの

サイズや設置スピーカーに合わせてセンター成分の定位位置の調整が

できる「ダイアログエンハンスメント」機能を搭載しています。

フロントハイトスピーカーを設置した場合には、5段階の調整を実現。

OFFから4まで、音像を上方向に移動することができ、映画やドラマの

セリフ、または音楽ボーカルを際立たせ、より聴き取りやすい音にします。

※ダイアログエンハンスメントは、選択しているリスニングモードによっては、効果が無い
ことがあります。
また、図2の1～4は、フロントハイトスピーカーを接続しているときのみ選択できます。

オートフェイズコントロールプラスによる
リアルタイム自動解析概念図

図1

図2

フロントハイトを設置した場合

位相データのサンプル収集

メイン成分とLFE成分の位相データを測定

遅延測定と位相の相関解析 LFE成分の位相を最適化

Lメ
イ
ン
成
分 C

LFE

R

サンプルデータからLFE成分の極性と遅延時間を測定。LFE成分の位相を
最適化する補正を行います。
LFEの位相が反転している場合は、極性反転補正を実施。
相関解析の結果、LFE成分とメイン成分の間に相関がない場合は補正を
行いません。

4

OFF / 1 / 2 / 3 / 4

3

2

1

OFF

通常のスピーカー設定場合

FLAT

OFF / FLAT

OFF

オートフェイズコントロールプラス／ダイアログエンハンスメント
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フルHD動画再生（1080p対応）

最大7.1chのHDオーディオ再生
付属ケーブル1本で
「MHL」接続と
端末への充電
に対応

付属のリモコンで再生/停止などの操作

（水平画素数×垂直画素数、単位ドット）

フルHD：1920×1080 DCI規格4K：4096×2160

QFHD：3840×2160

波形ロスを最小限に抑えるよう基板レイアウトを最適化。
ハイクオリティな「4K映像信号パススルー」を実現

従来の1080pフルHD映像の伝送レート（2.23Gbps）に対応した基板

設計から、情報量が大幅に増加し、より高速な4K映像の伝送レート

（2.97Gbps）に対応するため、波形のロスを最小限に抑えることを目的と

して基板レイアウトを最適化。伝送径路による波形の崩れやデータの

欠損によるノイズの発生、さらには映像途切れなどが起きないようクオリ

ティの高い伝送を実現しています。特にフロントHDMI®端子からの信号

入力は、内部ケーブルにもフレキシブルケーブル配線を使わず、高品位な

信号伝送を実現するHDMI®伝送ケーブルを採用。4K映像の伝送に対応

したHDMI®の規格認証を高いレベルでクリアしています。

4K映像の信号入力では、デジタルシネマの標準規格、DCIが定める4K｠

（4096×2160ドット）、QFHD（クアッド・フルHD； 3840×2160ドット; 

アスペクト比16:9）いずれの入力にも対応しています。

2大スマートフォンへの対応に配慮し、 
フロントHDMI®端子による「MHL」端子にも対応

スマートフォンとして人気の高いAndroid端末を接続し、動画や音楽再生が

楽しめる「MHL」対応を実現しました。「MHL」の規格では端子形状の制約が

ないため、フロントHDMI®端子を「MHL」入力にも対応した兼用の端子として

設定。高品位な動画や音楽を楽しみながら端末への充電も可能にしています。

DCI※規格4K、QFHDどちらの４K映像信号入力にも対応

1080pフルHD信号と4K信号の信号伝送比較イメージ

DCI 4K規格とQFHDの規格 この図は画面サイズ比較ではありません。

4K映像とは、水平画素数が約4,000ドット、垂直画素数が約2,000ドット
前後の高解像度映像をいいます。現在はデジタルシネマの標準規格と
して35mm映画フィルムの解像度（約800万画素）を基準にDCIが定めた
4K解像度（4096×2160ドット）とフルHD（1920×1080ドット）の
4倍の画素数を持つQFHD（クアッド・フルHD； 3840×2160ドット； 
アスペクト比16：9）の2つが主流です。パイオニアAVアンプでは、その
2つの4K解像度いずれの信号入力にも対応しています。
※DCI：米国ハリウッドのメジャー7大映画制作スタジオが、ディジタルシネマの標準
規格を策定することを目的に作った会社、Digital Cinema Initiative，LLCの
略称です。

1080pフルHD映像信号

2.23Gbps

2.97Gbps

4K映像信号

4K映像の場合、1080pの信号に対し約1.3倍の伝送レートで情報を伝送

水平画素数
4096ドット

水平画素数
3840ドット

垂直画素数
2160ドット

垂直画素数
2160ドット

水平画素数
1920ドット

垂直画素数
1080ドット

4K信号パススルー／MHL対応
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ネットワーク/フロントUSB対応フォーマットおよびギャップレス再生機能の追加を
ファームウェアの無償アップデートで実現

SC-LX86/SC-LX76/SC-LX56のネットワークおよびフロント

USB経由でのハイレゾリューション音源の再生において、

Apple LosslessとAIFFフォーマットへの対応を新たに実現。

さらにWAV、FLAC、AIFF、Apple Losslessファイルのギャップ

レス再生機能も追加しました。すでに各機種を購入された

方も、ファームウェアをアップデート（無償）することで、より

多彩で快適なハイレゾリューション音源の再生が楽しめます。

特長アップデート機能

アップデートの方法

Apple Losslessファイル対応
（96kHz/24bitまで）
拡張子 .m4a

AIFFファイル対応
（192kHz/24bitまで）
拡張子 .aiff または .aif

ギャップレス再生
 WAV、FLAC、AIFF、

Apple Losslessファイル

可逆圧縮方式のオーディオコーデックで、WAVや
AIFFなど非圧縮ファイルの音質を劣化させること
なく再生することが可能です。

AIFFは、Audio Interchange File Formatの略称
で、主にMac上で使用されるファイル形式。WAV
同様、高音質音源に対応した非圧縮型ファイルです。

トラックごとにリッピングされたCD音源の再生時
などに発生する曲間の無音部分（ギャップ）を解消し、
ライブ音源など快適な再生を実現します。（　　　　　  ）

クロック非同期

192kHz/32bitハイレゾリューション音源の入力に対応。
アシンクロナス転送「USB DAC」機能

SC-LX86に搭載されたアシンクロナス転送対応のUSB 

DAC機能は、PC/MacをUSBケーブルにより簡単に接続が

可能です。しかも、デジタルデータの伝送ではPC/Macの

クロックと同期せず、AVアンプ内の高精度クロックを使用。

高性能なD/AコンバーターによりD/A変換を行うため、

ハイレゾリューション音源のクオリティを損なうことなく

再生が可能。現在、最もクオリティの高い192kHz/32bit

ファイルまで対応しており、スタジオマスタークオリティを

手軽に楽しむことができます。

高音質オーディオファイルとして最近注目の
「DSDファイル」の再生にUSBメモリー入力で対応

近年、DSD録音ができる機材の普及や、マスターサウンドを収録したDSD音源を

インターネット配信するミュージックストアの登場など、多くのオーディオファンの

間でDSD音源が注目を集めています。

そこでパイオニアでは、高音質なDSD音源を楽しめるよう、SC-LX86/SC-LX76

においてUSBメモリー入力による再生機能を搭載。PC/Mac内に収録された

DSDファイルをUSBメモリーに保存し、フロントUSB端子に差し込むだけで

DSDファイルの再生ができます。

アシンクロナス転送「USB DAC」接続イメージ

対応
フォーマット

DSDIFF
Direct Stream Digital 
Interchange File Format

DSF
DSD Stream File

2.8224MHz

拡張子
.dsf

拡張子
.dff

サンプリング
周波数

AVアンプ内の高精度なクロックによりD/A変換を正確に制御

パイオニア 
ホームページより、
ファームウェアを
ダウンロード※1 USBメモリー

に書き込む※2
フロントUSB端子に
差し込み
ソフトウェアを更新※3

Digital
PC / Mac Analog スピーカーへ

USB
DAC AMP

対象機種 SC-LX86、SC-LX76、SC-LX56

※1：リンクバナーは各機種の商品情報や技術紹介ページにもあります。　※2：USBメモリーが接続できるパソコン環境が必要となります。※3：ソフトウェアを更新される際、記憶されて
いるFavoritesの設定で、AirJamの設定が初期化されます。必要に応じて内容を書きとめることをおすすめします。

USB DAC／DSD入力／アップデート
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さまざまな音質調整機能を専用アプリで一本化。
「Sound Explorer」（iControlAV2012）

iPadの画面サイズに合わせて表示を最適化。より見やすく快適な操作を実現

iControlAV2012では、新たな機能として、AVアンプ

のさまざまな音質調整機能を一本化し、好みに合わせた

音質調整が簡単かつ自在にできる「Sound Explorer」

を搭載。見た目にも楽しいアイコンを気軽にタップし、

指先で操る直感的な操作でAVアンプの多彩な機能を

存分に使いこなせるようにしました。

iControlAV2012は、iPhoneやiPadなど使用する端末に合わせ画面表示を最適化するユニ

バーサルAppです。画面サイズの大きいタブレット型端末にダウンロードした場合、その画面に

合わせた見やすさと使いやすさを考えたレイアウトで表示されます。

Sound Explorerアイコン表示

Sound Explorer操作画面

PQLS

ドロップ アイコン モード オールリスト モード

充実した操作サポート
ヘルプ モード 動画解説

iPadによる表示画面例
iControlAV2012起動画面

Sound Explorer操作画面

オールリスト モード

タテ・ヨコ自在な表示に対応

EQ補正

フェイズ
コントロール

オートフェイズ
コントロール
プラス

トーン
コントロール

Bass

Treble

定在波制御

オートサウンド
レトリバー

デジタルノイズ
リダクション

ダイアログ
エンハンスメント

Hi-Bit32/24
Audio Processing

デジタルフィルター

Xカーブ補正

バーチャル
スピーカーズ

バーチャル
サラウンドバック

バーチャル
ハイト

バーチャル
ワイド

バーチャル
デプス

バウンダリーゲイン

画面右隅の？マークをタップすると
操作機能の説明が表示されます。

画面右隅のフィルムマークをタップ
するとYouTubeにリンク。
動画による機能解説を見ることが
できます。

タテ・ヨコ自在な表示に対応
Sound Explorer操作画面

タテ・ヨコ自在な表示に対応タテ・ヨコ自在な表示に対応

Sound Explorer （iControlAV2012）
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取説がユーザーインターフェースになるという発想の転換
AVナビゲーター「取説連動」機能

誰でも簡単にホームシアターの配線接続が行える「接続ナビ」

をはじめ、AVアンプの設定から操作まで多彩なサポートを

実現するパイオニア独自のAVナビゲーターの「取説連動」

機能が名誉ある賞を受賞しました。

「取説連動」は、AVアンプとPCをホームネットワークで接続し、

PC上の取説と本体機能とのリンクを実現。取説画面のキー

ワードのクリックでAVアンプの機能操作や設定ができます。また、

AVアンプ本体の機能をリモコン操作するとPC上の取説の関連

ページが表示され、さまざまな機能を習得することができます。

この取説をユーザーインターフェースにするという発想の

転換が「日本マニュアルコンテスト2012」において大きな

評価を受けました。

※日本マニュアルコンテストとは、一般財団法人日本テクニカルコミュニ
ケーター（TC）協会が主催し、さまざまな製品やサービスにおけるマニュアル
制作の品質向上を通じ、社会生活の発展に貢献するとともに、その業界
および制作者の社会への認知向上を目的とするものです。

多彩な操作や設定を動画や図説でサポート、AVナビゲーター「操作ガイド」

AVナビゲーター2012では、使用開始時のわずらわしさを

解消するために、AVアンプの基本操作を手順に沿って

案内する「操作ガイド」を新たに搭載。入力切り換えや接続

機器の再生、リスニングモードの設定などの基本操作を

はじめ、オートフェイズコントロールプラスやHi-bit32/24 

Audio Processingなどのパイオニアオリジナル機能の

解説と設定をアニメーションやイラストでわかりやすく

ご説明します。

取説連動 操作画面例

JMA
日本マニュアルコンテスト 2012 

企画奨励賞を受賞

「使う」「解かる」取説連動

取説を読みながら
操作に慣れる

動作を見ながら
取説で解かる

取説HTML

キーワード
クリック

リモコン操作

取説HTMLの
操作説明ページを

表示

操作ガイド画面起動ランチャー

操作通知

動作要求

LAN

LAN
アタリ

PCとAVアンプをホームネットワークで接続

取説→本体連動

本体→取説連動

本体機能をON

AVナビゲーター2012
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HDMI®出力の追加をはじめ、オーディオ調整機能などゾーン出力の機能を強化

＊各ページに記載されている商品名、技術名および会社名、ロゴマーク、機能マーク等は、当社や各社の商標または登録商標です。｠

サブルームでも映像と音声をフルサポート。
「HDMI®ゾーン4出力」
SC-LX86/SC-LX76では、従来のコンポジット/コンポーネントによる映像

出力のゾーン機能に加え、HDMI®出力によるゾーン機能を搭載。これまで

の映像・音声の対応を一新し、サブルームでもAVアンプに接続すれば、

フルHD/3D映像とマルチチャンネル音声による再生が楽しめるメイン

ルームと同様の機能がフルサポートできるようになりました。

また従来のゾーン出力と同様に、TVのみとの直接接続でも、HDMI®の

メリットを活かした高画質映像で楽しむことができます。

サブルームでも迫力の重低音で臨場感あふれる音場。
専用サブウーファー端子を装備

SCシリーズでは、ゾーン2専用のサブウーファー出力端子を搭載。コンサートを

はじめ、さまざまな映像コンテンツを2.1ch再生による臨場感あふれる音場で

楽しめるようになりました。

サブルームのAVアンプにHDMIの
ゾーン4出力を接続

ゾーン対応オーディオ調整機能
1. ボリュームレベル調整 
2. 左右バランス調整 
3. トーン調整
4. ボリュームレベル制限（MAX音量の設定） 
5. パワーON時のボリュームレベルを設定
6. ミュート時の音量設定
7. ハイパスフィルター

ゾーン2専用
サブウーファー出力端子

3DやフルHD映像、マルチチャンネル音声を
フルサポート

オーディオ調整やiControlAV2012での操作など
コントロール機能を強化

SCシリーズでは、ゾーン2/ゾーン3でも基本的なオーディオ調整が行えるよう

ゾーンでのコントロール機能を強化しました。

さらに、付属のリモコンを持っていかなくても操作ができるよう、

iControlAV2012のアプリの機能としてもゾーンでのオーディオ調整機能を

搭載。複数の部屋での操作にも支障がないよう、快適な操作を実現する

きめ細かな配慮がなされています。

Main Room

Zone2 Room

▲ ゾーン対応オーディオ調整画面

3D
Full HD
4K

▲ ゾーン対応オーディオ調整画面

iControlAV2012 対応機能
各ゾーン パワーON/OFF
ゾーン ボリュームレベル調整
ミュート ON/OFF 
インプット切替 
インターネットラジオ、iPod入力操作 
トーン調整およびBypass/ON切替
左右バランス調整

マルチゾーン出力
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