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「Dolby Atmos®」＆フルスペック4K映像対応、ホームシアターは新たな時代へ。
パイオニア独自の思想とテクノロジーが、革新の音と映像の世界を再現する。

ダイレクトエナジーHDアンプ  ────────────── P2
音質へのこだわりを追求した2つのキーパーツが完成。
より熟成度を高めた「ダイレクト エナジーHDアンプ」

■音の芯の部分をしっかりと再現できる音質を追求。
　ルビコン社と共同開発、「PML MUコンデンサー」

■豊かな情報量と高S/Nを実現。
　JRC社と共同開発、新型オペアンプ「NJM4585」

高音質化を支える筐体設計  ──────────────── P3
グランドのループをつくらないクリーングランド構造を実現。
「インシュレーテッド・デュアルシャーシ」

多次元サラウンドフォーマット「Dolby Atmos®」とフルスペックの4K映像に対応。

革新のテクノロジーが可能にするリアルな音と映像の世界を余すところなく再現する。

そのためにAVアンプに必要とされるのは、確かな思想に基づく、より高度で正確なドライブテクノロジーです。

パイオニアは、独自の音響思想《Multi-Channel Stereophonic Philosophy》による高度な技術とノウハウをもとに

「ダイレクト エナジーHDアンプ」を中核に最新のフォーマットにも対応した「MCACC Pro」による音場補正技術はもちろん、

ブルーレイディスクプレーヤーやプラズマテレビの開発で培われた卓越したビデオテクノロジーの粋を惜しみなく投入。

AVアンプのテクノロジーリーダーとして、理想のホームシアターのための機能と性能を徹底追求しています。
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細部に至るまで徹底した高音質設計を採用。
操作時の質感にも優れた「ボリュームスタビライザー」

MCACC Pro/Dolby Atmos®-1  ─────────── P4
ディスクリート音声の忠実な再現技術を一貫して追求。
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「MCACC Pro」による理想の再生環境と正確なスピーカードライブが
最新サラウンドフォーマット「Dolby Atmos®」を正確に再現

MCACC Pro/Dolby Atmos®-2  ───────── P5
イネーブルドスピーカーでの「Dolby Atmos®」再生も
より正確な再現性を追求した「MCACC Pro」の設定機能

■独自のバスマネジメントで、より正確な低域再現を実現

■「Dolby Atmos®」の再現性を高める
　イネーブルドスピーカーの正確な距離測定

MCACC Pro/Dolby Atmos®-3  ───────── P6
「Dolby Atmos®」とともに進化した「Dolby Surround」で、
従来の作品を鑑賞する際も新たな魅力をプラス

「MCACC Pro」では低域の再現力を強化する新機能を搭載。
「デュアルサブウーファー出力/デュアルサブウーファーEQ補正」

色情報を圧縮しないフルスペック4K映像対応  ── P7
18Gbpsの転送レートが可能にするフルスペックのリアル。
フィルムの質感も4：4：4の色情報で、余すところなく再現。

4Kの魅力を最大限に引き出す、
フルスペック4K 映像アップコンバーターを搭載
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Engineer’s Message

音質へのこだわりを追求した2つのキーパーツが完成。
より熟成度を高めた「ダイレクト エナジーHDアンプ」

弦楽器やピアノの立ち上がりはもちろん、引き際の余韻の豊かさ。また、しっかりと地に足が

ついたボーカルの声や、きちんと音階を刻むベースの音など、楽器は楽器として、ボーカルは

ボーカルとして、忠実にその違いやニュアンスを、また音の芯となる部分を再現できているか。

最新の「ダイレクト エナジーHDアンプ」が奏でる音質の違いをぜひ、聴き比べてみてください。

その豊富な情報量とS/Nの良さは、パイオニアならではの音質へのこだわりを存分にご堪能

いただけると確信しています。

新開発のオーディオ専用パーツを採用した
最新型ダイレクト エナジーHDアンプ（SC-LX88）

第1技術部
技術1課 

福田 真也

「Dolby Atmos®」の登場と多様化するハイレゾリューション再生の

ニーズ。それらの要望に応えるためには、AVアンプという限られた筐体

スペースの中で、さらなる多チャンネル化に対応した、より高度なディス

クリート再生と高音質化を同時に達成することが求められます。

今期、パイオニアのAVアンプでは高音質化のためのオーディオ専用

パーツとして新開発パーツを2点採用。「ダイレクト エナジーHDアンプ」の

熟成度を一段と高め、新たな時代に対応したAVアンプの実現に大きく

貢献しています。

音の芯の部分をしっかりと再現できる音質を追求。
ルビコン社と共同開発、「PML MUコンデンサー」

「PML MUコンデンサー」は、Class D方式の導入当初に使用されていた

セラミックコンデンサーに代わるパーツとして、ルビコン社とともに長年に

わたる試作品の開発と試聴を繰り返して誕生した、オーディオ製品専用の

カスタムパーツです。フィルムコンデンサーの特長として、デバイス固有の

音による曇りやキツさがないことはもちろん、理想とするパラメーターの

絞込みを徹底。S/N感に優れ、音の芯をしっかりと再現できる良質な音質

パーツとして高いクオリティを実現しています。

SC-LX88/SC-LX78では、「ダイレクト エナジーHDアンプ」はもちろん、

DACボードにもキーパーツとして数多く搭載。その性能を存分に活かす

チューニングを含めて高音質設計がなされています。

豊かな情報量と高S/Nを実現。
JRC社と共同開発、新型オペアンプ「NJM4585」

オペアンプも「PML MUコンデンサー」と同様、Class D方式の導入時から

常に追求されている高音質化へのこだわりを実現したもので、約3年

ほど前からJRC社と共同で開発を進めてきたオーディオ専用パーツです。

開発にあたっては、聴感上での情報量とともにS/N感の良さを重視。

音の立ち上がりはもちろん、引き際をいかにきれいに再現できるかを

ポイントに、パイオニアAVアンプに相応しい性能を実現しています。

SCシリーズでは、このオペアンプを、DACボードはもちろん、「ダイレクト 

エナジーHDアンプ」にも贅沢に使用。その性能を存分に発揮させる

高いドライブ能力を実現しています。

▲ 最新型SCシリーズ
 DACボード
 （SABRE32 Ultra DAC
   ２基搭載）

◀ オペアンプNJM4585

◀ PML MUコンデンサー

ダイレクト エナジーＨＤアンプ
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Engineer’s Message

グランドのループをつくらないクリーングランド構造を実現。
「インシュレーテッド・デュアルシャーシ」

シールドされたパワー部は、インシュレーター（絶縁体）を

介してシャーシに締結されているため電気的にプリ部や

シャーシとは明確にセパレートされた状態で筐体内に収納

されています。そのため、プリ部とパワー部はそれぞれ

コンポーネントとして、しっかりと相互干渉を防ぐことが

できる構造となっています。

さらに、電源部をはじめ各回路部を3次元スペースフレーム

の採用などにより独立構成とすることで、グランドの

ループをつくらない極めてクリーンなグランド構造を実現。

リアパネルの1点にすべてのグランドの基準を集約する

ことで、高音質化、高画質化の基本となる高純度な信号

伝送を可能にしています。

細部に至るまで徹底した高音質設計を採用。
操作時の質感にも優れた「ボリュームスタビライザー」

SCシリーズのボリュームとセレクターの

ロータリーノブには、フロントパネルとの間に

生じる隙間部分を解消する「ボリュームスタビ

ライザー」を採用。低摩擦材（シート1）と

クッション材（シート2）を貼り合わせた2層

構造のシートにより、ロータリーノブの操作時

に安定感のあるしっかりとした質感（剛性感）

とスムーズな操作性をサポートするとともに、

不要な振動を抑えることで、音質面での向上

効果も合わせて実現しています。

パイオニアAVアンプ、その中でもSCシリーズなどの上級機では、「アドバンスド ダイレクト 

エナジー デザイン」という筐体の隅々までさまざまな工夫と配慮が行き届いた設計がなされて

います。その代表的なものとしてプリ/パワーセパレート構造や3次元スペースフレームなど

カタログやWebサイトで取り上げてきましたが、「ボリュームスタビライザー」といった詳細な

部分は、これまでなかなか取り上げる機会がありませんでした。しかし、こうした一つ一つ

の積み重ねが高音質・高画質を支える技術として皆様に紹介して行ければと思います。

第1技術部
設計1課 

成田 達哉

プリ部・パワー部セパレート構造
シールドされたパワー部（収納状態）

インシュレーテッド・デュアルシャーシ（絶縁体によるフローティング構造）

パワー部底面

インシュレーター
（絶縁体）

シャーシインシュレーター

パワー部

パネル
ロータリーノブ

軸（ロータリーエンコーダー）

シート2

ボリュームスタビライザー

ロータリーノブ

シート1

ボリュームスタビライザーなし

ボリュームスタビライザーあり

高音質化を支える筐体構造
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ディスクリート音声の忠実な再現技術を一貫して追求。
「Multi-Channel Stereophonic Philosophy」の真価

マルチチャンネル再生において、すべてのチャンネルを

イコールクオリティにすることはもちろん、パイオニアだけの

位相制御技術により、極めて正確なスピーカードライブを

実現し理想の再生環境を創出する「MCACC Pro」。その

マルチチャンネル再生技術の根幹となるのは、独自の音響

思想「Multi-Channel Stereophonic Philosophy」

です。「Dolby Atmos®」の登場を機に、マルチチャンネル

フォーマットのさらなる多チャンネル化が進む今、その正確な

スピーカードライブまでも可能にする「フルバンド・フェイズ

コントロール」の位相制御技術は、大きなアドバンテージを

獲得しています。

「フルバンド・フェイズコントロール」の特長は、すべての

スピーカーをまったく同じスピーカーで同一の条件で鳴らした

ように、理想のマルチチャンネル環境を可能にする点に

あります。これにより、あたかもスピーカーの存在が消え去り、

実空間において360度の無限の発音点が存在するような

自然な音場を創出。多次元サラウンドフォーマット「Dolby 

Atmos®」の登場は、この空間にさらに3次元スピーカー（天井

スピーカー）を加えることで、よりリアルな音場空間を可能に

しました。この技術に、「ダイレクト エナジーHDアンプ」のハイ

パワー同時出力性能の相乗効果を加えることで、パイオニアは

空間再現力において一線を画した高い性能を実現しています。

MCACC Proのフルバンド・フェイズコントロールによる効果

「MCACC Pro」による理想の再生環境と正確なスピーカードライブが
最新サラウンドフォーマット「Dolby Atmos®」を正確に再現。

「Dolby Atmos®」の多次元サラウンドによる

音場空間と音の動きを再現するためには、

上の項目でも述べたように正しい再生環境を

整えることと正確なスピーカードライブを可能

にすることが重要な要素となります。特に、

スピーカードライブにおいて正確な位相制御

ができないと、チャンネル数が多い分だけ音

の動きはもちろん、音場空間全体のイメージ

が大きく乱れる原因となります。

パイオニア独自の自動音場補正機能

「MCACC Pro」は、距離・レベル・音色の補正

はもちろん、すべてのスピーカーの全帯域

にわたる位相を制御し、極めて正確なスピー

カードライブを行うことができるので、

「Dolby Atmos®」ならではのリアルな空間を

忠実に再現。目の前の映像とシアター空間が

一体となったリアルな世界を描き出します。

MCACC Proの
フルバンド・
フェイズコントロール
により各スピーカーを
測定し、すべての
スピーカーの位相を
同一に制御

それぞれの
スピーカーが
存在を主張

極めて正確な
スピーカードライブを
可能にすることで
スピーカーの存在が
消え、実空間に無限の
発音点が存在する
ような自然な音場を創出

Dolby Atmosのオブジェクトによる
音の配置と動きのイメージ

正確なスピーカードライブが
できない場合の音のイメージ

3次元空間に自由に音を配置し、
動かすことができ、立体的でリアル

音のつながりが悪くなり、Dolby Atmos
ならではのリアルな立体感を再現できない。

1

2

3

MCACC Pro/Dolby Atmos-１
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イネーブルドスピーカーでの「Dolby Atmos®」再生も
より正確な再現性を追求した「MCACC Pro」の設定機能

独自のバスマネジメントで、
より正確な低域再現を実現

「Dolby Atmos®」のコンテンツ再生でイネーブルドスピー

カーを使用する場合、中・高域に対して指向性があまりない

低域は通常サブウーファーに一括で振り分けられます。

しかしそれでは、180Hz付近の指向性が感じられる音まで

サブウーファーから出力されることとなり、突然まったく

予想外の場所から音が回ってくるようなことが起こります。

これに対し、パイオニアでは低域成分を低音と重低音の

2つに分けて管理。180Hz付近の指向性を感じる音域を

イネーブルドスピーカーと相関関係にある真下のスピー

カーに振り分けることでより正確なイメージの再現を可能に

しています。

「Dolby Atmos®」の再現性を高める
イネーブルドスピーカーの正確な距離測定

「Dolby Atmos®」は、従来のサラウンドフォーマットに

比べ、音の定位がより重要な役割を果たすことはいうまでも

ありません。しかし、従来の音場補正機能ではイネーブルド

スピーカーからの直線距離を測定するため、天井反射距離

との間に誤差が生じてしまいます。

そこで、パイオニアではイネーブルドスピーカーを使用する

場合、天井での音の反射を考慮した距離測定機能を実現。

正確な距離補正を行うことで、「Dolby Atmos®」コンテンツ

のイメージを損なわない高い再現性を実現しています。

イネーブルドスピーカー再生時のバスマネジメントの違い

MCACC Proによるイネーブルドスピーカーの距離測定

MCACC ProによるDolby Atmosスピーカーの設定画面例

▲ スピーカー選択画面

＊この画面は開発中のものです。

▲ スピーカーディスタンス画面
 （イネーブルドスピーカーから天井までの高さを入力）

Sub
Woofer

中高音

中高音

中高音

中高音

重低音

低・重低音

低・重低音

3分割

80Hz 180Hz

150Hz

20Hz 20kHz

2分割

重低音
Enabled SP音成分

通常の低域設定

Pioneer

低音低音

Sub
Woofer

Sub
Woofer
Sub
Woofer

MCACC Pro
反射の距離を測定

MCACC Pro/Dolby Atmos-2
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Engineer’s Message

「Dolby Atmos®」の技術は、3次元スピーカーの展開やオブジェクトの手法の導入など、

これまでのシネマサウンドのフォーマットとは比べ物にならないほど再現性の精度という

ものが大きな意味を持っています。

パイオニアでは、これまでMCACCの技術の開発にあたり、ディスクリートチャンネルに対する

本質へのこだわりを常に大切にしてきました。「Dolby Atmos®」の再現クオリティでは、

その培ってきた成果が明確な形になって現れたとエンジニアの一人として自負しています。

第1技術部
設計2課 

佐野 健一

「Dolby Atmos®」とともに進化した「Dolby Surround」 で、
従来の作品を鑑賞する際も新たな魅力をプラス

従来のドルビープロロジックに代わる「Dolby Surround」

は、「Dolby Atmos®」の技術の進化に伴い、最新の

マトリックス技術を駆使したデータ処理量が大幅にアップ。

アップミックスの精度も格段に向上し、以前のような音の

回り込みなども大幅に改善されています。フロントハイトに

対応したスピーカーシステムはもちろん、「Dolby Atmos®」

に対応したトップスピーカーが設置されたスピーカー

システムなど、最大9.1chの音声拡張に対応。ホーム

シアター環境に合わせて最適な音響効果を実現します。

その効果は、「MCACC Pro」の機能とも相まって従来作品を

鑑賞する際も新たな魅力をプラスします。

「MCACC Pro」では低域の再現力を強化する新機能を搭載。
「デュアルサブウーファー出力/デュアルサブウーファーEQ補正」

SCシリーズの自動音場補正「MCACC Pro」の新機能と

して「独立デュアルサブウーファー出力」「デュアルサブ

ウーファーEQ補正機能」を搭載。2台のサブウーファー

の距離を個別に調整することが可能となり、設置場所が

不揃いの際に生じる低音の打ち消し現象を解決すると

ともに、2台のサブウーファーの多彩な設置が可能となり

ました。

また、EQによる音色調整も個別に可能。調整用EQフィル

ターはEQを低めに設定することで位相のズレを最小化

しています。これにより、個別調整時のEQバラツキによる

低音の打ち消し現象を最小限に抑えることができ、より

重厚感と深みのある低音再現力を実現しています。

サブウーファーの設定は、前後のほかサイドなど、シンメトリーの配置に
こだわらないさまざまな設置を実現。「Dolby Atmos®」のスピーカーシステム
設置では、映画館の設置に合わせた試聴位置の前後に配置した設定なども
お試しいただけます。

Dolby Surround 関連 iControlAV5 STATUS VIEWER画面

独立デュアルサブウーファーによるEQ補正イメージ

2台のサブウーファーの配置例

dB

Hz

SW2 SW1
dB

Hz

SW1

SW2

SW2SW1

フロント/リア配置

補正前 補正後

異なる機種の接続
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18Gbpsの転送レートが可能にするフルスペックのリアル。
フィルムの質感も4：4：4の色情報で、余すところなく再現。

最新のHDMI®規格に準拠したAVアンプであっても、

オプションである転送レート18Gbps物理層に対応

していなければ、転送レートは従来規格と同様の

最大で10.2Gbpsまでしか対応できません。その

場合、4K/60p対応でも色情報はフルスペックの

4分1しかない4：2：0のフォーマットで転送される

こととなり、色彩再現力において大きく劣る結果と

なります。

これに対しパイオニアは、フルスペックの色情報

4：4：4の信号伝送が可能な18Gbpsの転送レート

に対応。4K/60p 4：4：4/24bitあるいは、4K/24p 

4：4：4/36bitのフルスペック4K映像信号の転送を

実現しています。

そのこだわりは、1秒間60コマの動画再生による

滑らかな動きを実現する4K映像でも色情報を圧縮

しないより鮮やかな色調表現を可能にしていること

はもちろん、フィルム素材の質感を忠実に再現する

パイオニアならではの「P.C.24p機能」による4K

映像の再生でもより自然で鮮やかな色彩による映像

を実現しています。

4Kの魅力を最大限に引き出す
フルスペック4K 映像アップコンバーターを搭載

SCシリーズをはじめ、AVアンプに搭載された

4K/60P/4:4:4アップスケーリング機能は、これまで

パイオニアが培ってきた高画質映像のチューニング

技術を惜しみなく投入。輪郭やディテールが際立つ

高精細で色彩鮮やかな映像の再現性を実現。画面の

隅々に至るまでフルスペック4K映像ならではの自然

で美しい映像を存分にお楽しみいただけます。

映像信号による色情報の比較イメージ

4：4：4映像イメージ 4：2：0映像イメージ

色情報が4分の1に圧縮された4:2:0の映像信号では、輪郭部で色滲みが発生したり、
細かな模様が描かれている部分では色がくすんでしまうなど、4:4:4のフルスペック
映像に比べ再現性に大きな差が出ます。

（4：4：4映像信号） （4：2：0映像信号）
4K/60p/18Gbps 4K/60p/9Gbps

色情報を圧縮しないフルスペック4K映像対応
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