MULTI-CHANNEL AMPLIFIER
TECHNOLOGY FILE

HDオーディオ時代のマスターサウンド再生の理想を追求。
マルチチャンネルアンプの王道を目指す。
HDオーディオの再生において、その魅力を余すところなく再現する
ために求められるマルチチャンネルアンプの性能とは。パイオニア

Advanced Multi-Channel
Stereophonic Philosophy

は、その 独自の 思 想と技 術 の 確 立 にお いて、一 切 の 妥 協を排し、

プロスタジオのサウンドを再現する
パイオニア 3STEPテクノロジー

あるべき本当の姿を実現する王道を目指しました。それが、世界
最 高 峰 の 録 音 スタジ オ「 A i r S t u d i o s 」を はじ めとする 世 界 の
著 名スタジオにエンジニアが直接出向き、モニタリングの手法を

STEP1

高度な設計技術

マルチチャンネル
出力の高効率化

＋

アドバンスド ダイレクト
エナジー デザイン

妥協なき
最新技術の投入

学 び 、そ の 検 証 を もと に 開 発し た 、
「 ダ イレ クト エ ナ ジ ー H D
アンプ」や「A d v a n c e d M C A C C」、
「フル バ ンド・フェイズコント

STEP2

理想の再生環境
MCACCによる
自動音場補正

ロール」などマスターサウンドの感動をありのままに再現する独自

＋

の マル チ チャンネ ル 技 術で す。プ ロスタジオに お いてモ ニター
STEP3

サウンドを創り上げる条件は、
「機材・環境・チューニング」の3つの
ステップからなります。これを忠実に再現したのが、
「Advanced
Multi-channel Stereophonic Philosophy」の思想。常に世界に

音質チューニング

Air Studiosとの
チューニングセッション

＋

長年のオーディオ研究に基づく
独自のDSP技術

フェイズコントロール
による位相補正
熟練のエンジニアによる
プロが認める音づくり

THX基準のクリア

マスターサウンドの感動をありのままに再現

先駆け、独自の発想でマルチチャンネルの進化を実現する、それが

再現力をスタジオモニター環境へ限りなく近づける

パイオニアの技術です。
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ダイレクト エナジーHDアンプ

アナログの限界を超え、全チャンネル同時駆動を可能にする
「ダイレクト エナジーHD（High ﬁdelity class D）アンプ」
ブルーレイディスクなどに代表されるHDオーディオ。
その濃密な音声データを再生するために求められる最も基本的かつ重要な要素が、
全チャンネルをフルパワーで駆動することのできる同時パワーです。
しかし、
これまでのアナログA、ABクラスの技術では
高出力化と筺体スペースにおいて放熱設計の限界の壁がありました。
パイオニアとICEpower®社のコラボレーションにより開発された
多重帰還型アナログクラスDによる「ダイレクト エナジーHDアンプ」は、

ダイレクト エナジー
HDアンプ

その限界を超える革新の技術として、次世代マルチチャンネルアンプを新たなる領域へと導きました。

パイオニアとICEpower®社とのコラボレーションが生んだ
かつてないリファレンス デジタルアンプ

容積比の例

ドルビー TrueHDやDTS-HDマスターオーディオなど、ロスレスフォーマットに
よる最新のHDオーディオを完全に再生するには、極めて広大なフルパワー応
答周波数帯域の確保が必要です。さらに、その性能を長時間にわたり安定して
発揮できる時間的持続性も併せて要求されます。ICEpower®社とのコラボレー

従来型
アナログアンプの

約 40 %

ションでは、パイオニアが長年にわたり培った広帯域化と高音質化の技術を
投入し、ICEpower®アンプの広帯域にわたる周波数特性を改善。
クラスDアン
プの高効率というメリットと合わせ、かつてない全チャンネル同時出力のパ
ワーとTHX Ultra2クラスの性能を可能にしました。その性能はフラッグシップ
モデルSC-LX90においては1400Wという比類なきパワーを獲得するとともに、
従来のアナログアンプと比べても遜色のない低歪率0.05％を達成しています。
これまでのアナログアンプでの音楽再生や映画の効果音はもちろんのこと、
マルチチャンネルアンプは今、最新映画のHDオーディオに含まれるこれま
で以上にリアルな環境音や生活音、そしてマルチチャンネルにおける空間を
揺るがす効果音をも再現できることが求められています。
これらを忠実に再
現しうる「ダイレクト エナジーHDアンプ」は、音楽はより豊かに味わい深く、
映画は全チャンネル同時パワーの余裕でリアリティを忠実に再現できるポ
テンシャルを実現しています。

「ダイレクト エナジーHDアンプ」の優れた同時出力と消費電力

SC-LX90の当社従来機種との100W出力に必要な
容積比の比較

図1 アンプに必要な電力の比較例
AMPに必要な電力の比較例

「ダイレクト エナジーHDアンプ」における高効率のメリットは全チャンネル

従来のクラスAB
アンプの場合

同時出力時だけに現れるわけではありません。実際に使われることの多い

力時にアンプで消費される電力を従来のクラスABアンプと
「ダイレクト エナ
ジーHDアンプ」で比較したものです。従来のアンプに対し、浪費される無駄
な電力が1/24に抑えられています。
また全チャンネル同時出力値とその製品の定格消費電力を比べてみると、

無駄に消費される電力

ステレオ再生でもその差は歴然としています。右の図1は、10W＋10Wの出

120W
1/24

音声出力

費電力を両立しているのは「ダイレクト エナジーHDアンプ」だけです。この

表1
全チャンネル同時出力値と
定格消費電力の比較
5W

従来方式で高い同時出力を得ようとすると消費電力も跳ね上がり、消費電
力を抑えると同時出力も抑えられてしまっています。高い同時出力と低い消

ダイレクト エナジー
HDアンプの場合

20W

20W

ように浪費電力の低い「ダイレクト エナジーHDアンプ」は、アンプからの発
熱を抑え、製品全体の安定動作をもたらし、常に安定した音場を再現できる
理想のアンプといえます。
2

A社
B社
C社
LX82

同時出力
740Ｗ
620W
280W
770W

消費電力
870Ｗ
550W
400W
330W

パイオニア調べ

当社従来機種との比較
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ダイレクト エナジーHDアンプ

従来のアナログアンプの宿命であるトランジスタや真空管など、
能動素子の直線性に依存する原理的な問題を克服

PWMアンプの動作原理
（1）PWM変調

（3）ローパス
フィルタ復調

（2）出力段

従来のアナログアンプでは、電圧増幅、電流増幅いずれの場合においてもト
ランジスタや真空管などの能動素子が使用され、その直線性を改善すること

Analog Input
Digital Input

（1）Pulse Modulator
（PWM）

（2）Switching
Power Stage

（3）DeModulation

VSS、Vdd

で、性能や音質を追求していました。
しかし、
この直線性を完全に実現するの
は難しく、素子のバラツキや周辺温度などで固有の関数上の動作（曲線上の

（１）PWM変調

動作）
となり、原理的に少なからず歪みが発生する要因となっていました。特
に電流増幅段において電源電圧間をフルスイングするような大信号再生時
は、その出力電力に準じて素子の各動作パラメータも変化することとなり、
終段素子として一定の線形動作をさせることは原理的に難しいとされています。
これに対し、
「ダイレクト エナジーHDアンプ」に採用されたクラスD方式では、
増幅素子の動作点がONとOFFの2値しかないため、出力ローパスフィルター
以降では非直線の動作特性を有することはありません。これにより、従来型
のアナログアンプでは避けることのできなかった素子に起因する根本的な
問題を克服し、さらなる高音質化を追求することが可能となりました。

アナログ信号は、モジュレータICへ入力され、PWM信号
へ変換。HI-LOWの2値信号であることからデジタル信号
とも呼ばれ、信号情報はパルス幅へ変換されます。

（2）出力段

フルデジタルアンプ（デジタル-PWM方式）ではなく、
アナロデジタルアンプ（アナログ-PWM方式）
という選択
クラスDアンプであっても、デジタル-PWM方式を採用したフルデジタルアン
プではなく、なぜアナログ-PWM方式を採用したアナログデジタルアンプな
のか。その答えは明確です。デジタルアンプにおける音質劣化の最大要因で
ある量子化誤差において、デジタルクラスDアンプとアナログクラスDアンプ
では、その分解能に大きな差があるためです。アナログクラスDアンプでは、
PWM変調においてパルス幅の最小可変単位が無限大＝アナログであるの

MOS FETのスイッチング動作により高電圧の2値信号へ
電力増幅されます。

（3）ローパスフィルタ復調

に対し、デジタルクラスDアンプでは文字通りデジタル＝有限値となり、変換
精度が（256ステップなど）制限されてしまうためアナログ-PWMの無限の変
換精度を超えることはできません。フルデジタルアンプは伝達においてノイ
ズの影響を受けにくいというメリットはありますが、高音質化を追求する上
でPWM最小分解能単位という概念自体が存在しないアナログデジタルアン
プにその性能は及ばないのです。

ICEpower®社の優れた多重帰還技術とパイオニアの高音質技術。
その融合が可能にした「ダイレクト エナジーHDアンプ」

LCローパスフィルタによりアナログ信号へ復調されます。

これまでのクラスDアンプは、スイッチング部と復調フィルタの非線形性に起

ダイレクト エナジーHDアンプの優位性

因する歪みや高周波ノイズの発生が音楽信号そのものに影響を与え、アナ

一般のクラスDアンプ

ログアンプに対しては低発熱と小型化以外、メリットはありませんでした。
し
かし、
これらの課題を解決したのが、ICEpower®社が特許を持つ多重帰還技

Modulator

術です。このICEpower®アンプの多重帰還技術に回路レイアウト、GNDコン

1

ストラクション、パターニングをはじめ、主要部品の再選定などパイオニアの

Power Stage

Output Filter

2

3

多重帰還型アナログクラスDアンプ

高音質技術を投入。さらに製品化にあたっては、
これらの高音質技術を一段
とブラッシュアップし、新たなオリジナルモジュールとして完成させたのが
「ダイレクト エナジーHDアンプ」です。その性能は、THX最高規格THX Ultra2
の基準を満たし、クラスDアンプでA、ABクラスの音質を上回る業界最高水

COM Modulator
MECC Control
Power Stage

2

Output Filter

3

1

ダイレクト エナジーHDアンプは、復調フィルター（Output filter）の
手前（図中 2のポイント）から電源や伝送経路からの影響を排除した
COM Mojulaterにフィードバックします。さらに、その外側（図中 3の
ポイント）からの帰還によりスピーカーの負荷変動の影響を排除
（MECC Control）する帰還技術を使用することで、元信号に対する忠
実な増幅を可能にする高性能化を達成しています。

準の音質を実現しています。

3
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Hi-bit32/Hi-sampling Audio Processing

32bit DACの性能をフルに活かした高音質再生を実現。
業界初 ※の「Hi-bit32/Hi-sampling Audio Processing」
ブルーレイディスクの最高解像度24bitロスレスコンテンツにおいても
ビット拡張処理を行うことで、より自然なアナログ波形に近づけ
かつてない高音質化を実現した「Hi-bit32/Hi-sampling Audio Processing」。
その効果は音楽再生はもちろん、マルチチャンネル再生において
躍動感や深み、体感音の音圧の違いなど、より大きな威力を発揮します。
※：AVアンプとして2010年9月時点パイオニア調べ。

32bit DAC Circuit Board

「Hi-bit32/Hi-sampling Audio Processing」により、
24bit精度における最小変化を256段階の変化で表現が可能

図1

24bit信号とビット拡張処理による32bit信号の比較イメージ
音声信号

SC-LX83に搭載した「Hi-bit32/Hi-sampling Audio Processing」
と、

24bit精度の最小単位の変化
をビット拡張処理による32bit
精度と比較すると、その再現
力の違いは明らかです。

従来の24bit精度による再現力の差をわかりやすく簡略化し、図で表

拡大

わすと右の図1のようになります。例えば、32bit処理の場合、24bit信号
の最小bit（0か1でしか表せない）の範囲を256段階で表現が可能にな
ります。その情報量の違いは、歴然とした表現力や音質の違いとして現
れます。さらにビット拡張処理による信号補間は、その傾きや時間長
に応じて聴感上最適となるようなアルゴリズムを採用しているため、
元信号のアナログ波形に極めて近い信号再生を可能にしています。
これまでにも32bit DACを搭載したマルチチャンネルアンプはあり
ましたが、単に24bit精度の信号を32bit精度でトレースするだけの

元のアナログ波

ものでした。それではデバイスとしての分解能（解像度）は向上して

拡大
32bit精度
元のアナログ波

も、32bit DAC本来の性能を引き出すことはできません。
これに対して
32bit精度

「Hi-bit32/Hi-sampling Audio Processing」は、DAC前段でビット拡

24bit精度

張処理を行うことにより、32bit DACのパフォーマンスをフルに活かし
た高音質再生を可能にしています。

24bitでは0と1の2段階でしか表現できない信号の変化を32bitでは
256段階で表現が可能。その結果、元のアナログ信号により近い波形
（赤線）を再現します。

SC-LX83では、高性能32bit DAC を全7.1chに採用。
ビット拡張効果は、マルチチャンネルにおいてより顕著に

図2

「Hi-bit32/Hi-sampling Audio Processing」による効果は、原理的に
24bit精度の256倍の解像度を可能にするビット拡張処理による表現

Hi-bit32/Hi-sampling Audio Processing Diagram（SC-LX83）

オーディオ専用電源へ
アナログオーディオ
オーディオボードへ

力に加え、ハイサンプリング処理による広帯域化により、さらに高い
AKM
AK4480

デジタル音声信号

音質向上の効果を実現してします。それは一つ一つの音において微

L/R

細な音のニュアンスや深み、生き生きとした躍動感を与えるだけでな

制御信号
AKM
AK4480

く、空間表現力では奥行き感が向上。また音声信号のデータ量が増
すことで、聴感音だけでなく体感音の音圧が増す効果ももたらしま

C/SW
デジタル系専用電源

す。
この「Hi-bit32/Hi-sampling Audio Processing」回路には、近年

AKM
AK4480

ハイエンドオーディオにおいて高い評価を受ける旭化成エレクトロ

SL/SR

ニクス社製の高性能32bit DAC「AK4480

AKM
AK4480

Audio4 Pro™」を全7.1chに採用。その高品
DSPへ

位で緻密な信号がもたらす効果は、CD再

SBL/R
FHL/R
T.I.
PCM1804

生はもちろん、再生チャンネル数の多い

DIR/DIT
AK4118

DVDやブルーレイディスクのマルチチャン
制御信号

ネル再生においてより顕著に発揮されます。
4

デジタル入出力へ
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自動音場補正 Advanced MCACC

マルチチャンネル再生のための理想を追求した
パイオニアならではの「Advanced MCACC」
もはやマルチチャンネルアンプのスタンダード機能の一つとなった自動音場補正。
この技術を2001年に、世界に先駆けて実現したのはパイオニアでした。
以来、残響音に対応した時間軸による3次元補正や定在波の制御など、
プロフェッショナルレベルの補正を可能にする高度な技術と機能を次々と加え、
その性能は飛躍的な進化を遂げています。

位相特性に与える影響を最小限に抑えることで
聴感上極めて自然な音場補正を実現するエンベロープ補正

図1
エンベロープ補正による周波数補正

パイオニアの自動音場補正技術における最大の特長は、周波数補正を行う際
に聴感に大きな影響を与える位相特性に着目したエンベロープ補正（カー
ブ）を採用した点にあります。その場合、EQで周波数特性を補正しても、一般
的な高いQのパライコ補正のように位相が大きく乱れることがなく、音像定位
などに違和感を覚えることがありません。補正後も極めて自然な音場を創り上
げることが可能です。逆に、スピーカーごとに周波数の細かなピーク・ディップ
を補正するとチャンネル間において位相のバラつきや相殺現象が発生する
原因となります。
「Advanced MCACC」では、
このエンベロープ補正を導入した
ことで、各スピーカーの個性を尊重するとともに、マルチチャンネル再生にお
いて最も大切なチャンネル間相互のつながりとバランス良い音場創りを実
現。立体的で奥行き感のあるリアルな空間表現を可能にしています。
設定モードには、すべてのチャンネルをフラット化するAll ch Adjustモードと、
フロントチャンネルを重視したFront ch Alignモードに加え、最新機能では

図2
残響音の多い部屋

さらなる位相を重視したEQ補正、Symmetry機能を搭載。左右のスピーカー
の位相差を減らすために、EQのパラメータをL chとR chで同じにしています。
また、定在波制御においては全チャンネル同一のパラメータを適用。位相に
対するきめ細かな配慮を徹底しています。

残響音による影響を排除し、
より正確な補正を可能にする
時間軸を考慮した緻密な「3次元EQ補正」
右の図2の3次元グラフの例で示すように、周波数特性は時間の経過とともに
さまざまに変化します。そのため残響音の多い部屋と少ない部屋で時間軸上
同じポイントで補正を行えば、残響音の影響により差が出てしまいます。そこ
で「Advanced MCACC」では正確な音場補正のために、
この時間軸での変化
を考慮した「3次元EQ補正」を採用。音場補正を行う前にリスニング環境を測
定し、その環境に合わせた時間軸上のポイントで補正を行うことを可能にし
ています。その範囲は、直接音エリアを含む0〜160msecの範囲で、
リスニン
グ環境により直接音を重視した周波数特性の補正が行えるようにしました。
この補正ポイントはマニュアルでも選定ができ、室内環境に応じてより緻密
な補正が行えるようにしています。補正結果は、PCアプリケーションにより、
グ
ラフ化して表示化可能。補正前、補正後のグラフを比較し、各帯域で時間軸上
の補正されたポイントで揃っていることが確認できます。
5

残響音の無い部屋
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自動音場補正 Advanced MCACC

図3
レベル

レベル

「3次元EQ補正」における
残響特性に対応した補正ポイントの選定と効果
図3の各グラフはリスニング環境により異なる残響音の例と、
「3次元EQ補

時間

A

正」による補正ポイントの選定を表したものです。

時間

B

残響特性グラフの見方

例えば図3の①のように、低域が大きく響き、高域があまり響かないような場

上のグラフAとBは、スピーカーから一定のテストノイズを出
し続けた時のマイク入力レベルの時間変移を示したもの
で、残響音がない場合はAのように、ある場合は徐々に音響
パワーが蓄積されBのような変化を示します。

合、赤で示した80〜160msのポイントで補正を行えば、低域の音量が大きく
高域が小さいと判断し、EQのカーブは高域を上げぎみに補正します。
ところ

①低域と高域で残響音が異なる例

が、スピーカーから直接耳に届く約40ms以内のポイントでは逆に高域は十

低域

レベル

分出ており、赤のエリアの補正では高域がきつく感じられることがあります。
そこで「3次元EQ補正」では、青の30ms〜50msのエリアを補正ポイントとし

高域

［dB］

補正時間
指定ポイント

て選定、スピーカーからの直接音（初期反射音を含む）がフラットになり、聴
0

きやすい音場になります。また、図3の②のように、チャンネル間で残響特性

80

160

時間［ms］

②チャンネルごとに残響音が異なる例

が異なる場合も各スピーカーのつながりは直接音に左右されるため、青の

フロント左

レベル

30ms〜50msの直接音のエリアを補正ポイントとして選定することで音像
の定位感や移動感に優れた補正を実現します。

フロント右

［dB］

補正時間
指定ポイント

これに対し、図3の③のように、各周波数とチャンネルの残響特性が似てい
0

る場合は、残響特性が悪影響を及ぼすことがなく、60ms〜80msのエリアを

80

160

時間［ms］

③各周波数とチャンネルの残響音が似ている例

選定することで直接音と残響音すべてを含んだトータルでの補正が行わ

補正時間
指定ポイント

レベル

れ、理想的な音場空間を再現できます。

フロント左の低域
フロント右の低域

［dB］

フロント左の高域
フロント右の高域

一般的な音響処理では難しいとされる、
定在波制御までも可能にした「Advanced MCACC」

0

通常の室内では、天井と床、壁同士などの平行面で定在波が発生し、音質に
大きな影響を与える要因となっています。この定在波の中でも、特に低域に
発生する定在波、例えばホームシアターを設置している室内の天井の高さ
が3ｍ程度とすると、60Hz〜125Hzあたりに発生するものは、一般的な音響

80

160

図4
2

2

1.5

1.5

1

1

0.5

0.5

0

0

−0.5

−0.5

−1

−1

−1.5

−1.5
0.5

処理では除去することが非常に困難で、
これまではその悪影響を残したまま

1

1.5

2

2.5

3

2

2

で音を聴くしかありませんでした。
「Advanced MCACC」では、
この不要な定

1.5

1.5

1

1

在 波を大きなもの から三 つまで

0.5

0.5

一般的な形状の部屋では、天井と床、
壁同士で定在波が発生

0

0

−0.5

−0.5

−1

−1

−1.5

1

1.5

2

2.5

3

0.5

1

1.5

2

2.5

3

−1.5

ることにより、その影響を排除す

0.5

1

1.5

2

2.5

3

【定在波】スピーカーから放射された音波は壁、天井、床にぶつかった時、入
射波と反射波が干渉し、強めあったり、弱めあったりする現象が起こります。そ
の際、丁度対面する反射面との距離で決まる特別な周波数で、定在波が発生
します。定在波では場所により、節と腹が存在し、節では振幅が最小になり、
腹では振幅が最大になります。上図では、赤が入射波、緑が反射波、青はそれ
らの合計を示しました。4枚の図は時系列の変化で、横軸は地点を示します。
例えば、左から0.75の地点は、
どんなに時間が進んで入射波反射波の振幅が
変わっても、青の波形の振幅は変化せず、0のままです。
（節）また、0.5、1など
の地点は、最大振幅となるので、腹となります。

ることを可能にしています。

定在波

定在波の影響を排除することによりEQの過補正を防ぎ、
適切な周波数補正を実現

定在波制御の効果

設定されているため、定在波のような特定の周波数に対する補正には向き

つ鋭い補正カーブを持つ定在波フィルタを使用することで、その影響を排除
します。

−70.0
−140.0

Amplitude［dB］

ません。定在波制御では、定在波の影響によるEQの過補正の回避にも役立

−130.0

20

100

1k
Frequency
［Hz］

20

100

1k
Frequency［Hz］

10k 20k
−80.0

−140.0

20

100

1k
Frequency［Hz］

EQのみ（定在波制御：OFF）

6

10k 20k

EQ＋定在波制御：ON

EQ OFF（定在波制御：OFF）

定在波制御＋EQ補正の例

−80.0
Amplitude［dB］

「Advanced MCACC」のEQは補正カーブが緩やか（エンベロープカーブ）に

EQの過補正の例
（定在波制御なし）

0.5

Amplitude［dB］

捕捉。逆特性の補正カーブを与え

時間［ms］

10k 20k
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プレシジョンディスタンスの精密なスピーカー位置調整で、
リスニング空間全体の音場バランスを最適に調整

L

R

2chシステムでは、2等分線上の
点がすべてが等距離となる
ステレオの場合、二つのスピーカー
から等距離となる点の集合は、左図
の直線のようになり、すべての音源
（二つのスピーカー）からの音波が、
正しい位相で交わるポイントが比較
的容易に得ることができました。

「プレシジョンディスタンス」は、
「Advanced MCACC」による補正の
際、マニュアルでスピーカー位置自体を微調整し、各スピーカーか
らの音が届くタイミングを正確に揃えることを可能にした機能で
す。スピーカー位置を精密に調整するというと、視聴位置がピンポ
イントで設定され、その効果を得るためには頭を微動だにせず聴
かなければならないと考えられがちですが、実際にはリスニング
空間全体の音場バランスを最適にする効果を発揮します。
L

3chでは、2つの2等分線の交点
が等距離となる条件を満たす

R

3chシステムの場合、赤三角形で示す
ように、LとRの2等分線の上で、RとSR
の2等分線の交点Aが、すべての音源
からの音波が、正しい位相で交わるポ
イントとなり、LとSRの2等分線は自動
的にAを通ることになります。

A

4chでは、3chの条件を満たす
1点に対し、追加chを高精度に
合わせなければならない

SL

SR

4ch以上では、既に3chで決まってい
る1点Aに、残りのchの距離（緑の矢
印で示す距離）を高精度で合わせる
必要が生じ、すべての音源からの音
波が正しい位相で交わるポイントを
作るのがとたんに難しくなります。

プレシジョンディスタンスGUI画面

すべてのスピーカーから、音響的に等距離である点が存在するのが理想的。
他chに悪影響を与え、
音場が崩れる!

L

L

R

R

SL chの位相がズレている

SL

SL

SR

SR

全ch間の位相が揃い、全ch間が理想的な音場となる。

全体の音場が崩れてしまう!

「プレシジョンディスタンス」機能によるスピーカー距離の精

果となり、システム全体の音場を崩す原因となります。逆に、

密な調整効果が、なぜリスニング空間全体にわたる音場のバ

すべてのスピーカー距離が等しくなれば位相は正しく揃い、

ランスを良くするのか。その理由は、上の概念図で示すよう

その結果セットアップマイクを置いた場所がピンポイントで

に、マルチチャンネルスピーカーシステムにおいては、1台の

良くなるだけでなく、セットアップマイクを置いた場所以外の

スピーカー距離が他のスピーカーとの距離と異なるだけで、

リスニング空間全体の音場バランスも最適化する効果を発揮

すべてのスピーカーの位相に対する悪影響（外乱）を与える結

します。
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広い視聴空間でのホームシアターシステムの構築も考慮し、
部屋の広さに合わせて高音域を調整するきめ細かな対応も実現
広い視聴環境での再生においては、聴感上高域がきつく聴こえてしまう傾向
にあります。そこで「Advanced MCACC」のマニュアル補正機能には、視聴ス
ペースの広さに合わせて高域（2kHz以上）の周波数を聴感特性に合わせて減
衰させる機能（減衰カーブ）を搭載しています。減衰の傾きは、−0.5dB/oct〜
3.0dB/oct（0.5dBステップ）の6種類から選択が可能。以下の対応表を目安に
して、部屋の広さや聴感によって自由な調整ができます。
部屋の広さによる減衰カーブの目安
部屋の広さ

〜36m2

〜48m2

〜60m2

〜72m2

〜300m2

〜1000m2

減衰カーブ

−0.5dB/oct

−1.0dB/oct

−1.5dB/oct

−2.0dB/oct

−2.5dB/oct

−3.0dB/oct
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フェイズコントロール（バスマネージメント／フルバンド）

音の入口から出口まで、時間と位相を精密に管理する。
パイオニアのオリジナルコンセプト技術「フェイズコントロール」
マルチチャンネルオーディオの録音から再生まで、すべての段階において
「時間と位相の精密な管理」を行うことで音質の飛躍的な向上をもたらす
パイオニア独自の特許技術「フェイズコントロール」。
マルチチャンネルアンプにおいては、
アンプ内で発生するLFEチャンネルの位相の遅れを制御するバスマネージメントと
マルチwayスピーカーのネットワークフィルターに起因する位相のズレを解消する
フルバンド制御の2つの技術があり、
これを正確に実行することで
サウンドクリエーターが意図した音響空間を忠実に再現することを可能にしています。

フェイズコントロールLFEフィルターと特殊な遅延補正により
低域の位相のズレ（群遅延）を解消

フェイズコントロールによるバスマネージメント
フェイズコントロール なし

従来のマルチチャンネルアンプでは、サブウーファー用として振り分けられ
る低域成分LFEチャンネルが、ローパスフィルターを通ることによって起こる
時間の遅れ（約3〜4msec）により、メインチャンネルとの間に位相のズレが
発生していました。その結果、サブウーファーの音がメインチャンネルの音

低音がズレる

を変質させ、低音の打ち消しやリズム感を損なうなどの影響を及ぼす原因と
なっていました。
このLFEチャンネルのローパスフィルターによる時間と位相

フェイズコントロール あり

のズレ（群遅延）に対し、パイオニアはそのズレを検出可能にする新たなLFE
フィルターを開発。そして、LFEチャンネル以外のチャンネルに対して適切な
ディレイをかけることで補正し、正確な低域再生を実現したのがフェイズ
コントロールによるバスマネージメントです。2005年、VSA-AX4AViに初め

DSP technology

Bypass Method

て搭載され、現在ではローエンドモデルに至るまで、すべてフェイズコント
完璧な
バスマネージメント

ロールに対応しています。

マルチWayスピーカーの永遠のテーマとされる課題を
AVアンプで解決した「フルバンド・フェイズコントロール」
フルバンド・フェイズコントロール
フェイズコントロールのバスマネージメント技術がアンプ内においてLFE
チャンネルの時間と位相を管理するのに対し、フルバンド位相制御技術は

OFF
（補正前）

マルチWayスピーカーのユニットすべての位相を制御する技術として大きく

トゥイーター

群遅延の発生

進化しました。一般的なマルチWayスピーカーでは、音声信号はスピーカー
内部のネットワークフィルターで分割され、各ユニットへ分配されます。
しか

ミッドレンジ

し、その際にネットワークフィルターの影響で、各ユニット間で群遅延が生じ
てしまいます。
「フルバンド・フェイズコントロール」では、この全帯域に渡る

ウーファー

群遅延に対し、マイクを用いた自動測定で解析し、FIRフィルターを用いた補
正により周波数特性（振幅）を変化させることなく、位相特性のみを補正する
ことを可能にしました。これにより、マルチWayスピーカーが持つ広帯域の
振幅特性を保ったまま、フルレンジスピーカーのように全帯域のタイミング
が揃った音を出力することが可能となり、音質の飛躍的な向上を実現させて
います。

OFF
（補正前）
トゥイーター
ミッドレンジ

ウーファー

9

群遅延を補正
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フェイズコントロール（バスマネージメント／フルバンド）

マルチチャンネルアンプのDSPを用いることで可能になった
全帯域位相制御技術「フルバンド・フェイズコントロール」

AVアンプ内での処理の3ステップ
〈Step①測定〉

マルチWayスピーカーの周波数特性は図１で示すように、ネットワークフィ
ルターによりそれぞれのユニットに分割された帯域がトータルでフラット

各スピーカーから特殊なスイープ信号を出力

になるように設計されています。しかし、このような場合、周波数特性にお
いてはフラットであって
も、位相特性、群遅延特

付属の専用マイクで信号を測定

図1

一般的な3WAY SPの周波数特性と
インパルスレスポンス

測定した信号をDSPで処理

性においてはフラットで
は ありま せ ん 。
「フル

低域

中域

高域

各スピーカーのインパルス応答が得られる

バ ンド・フェイズコント
ロ ー ル 」は 、これ を 3 ス

〈Step②測定〉

テップ の 補 正 イメ ー ジ
180

「Advanced MCACC」の

約5500通りの位相特性をモデル
（市場の約99%のスピーカー）
の中から最適なモデルを抽出

マイクとDSPを用いるこ
とで 測 定・分 析し、補 正
することを可能にしてい
ます。

〈測定位相特性〉

インパルス応答から位相特性を算出

図 に お い て 示 すように

ネットワークフィルターによる群遅延の影響で、音の出る
タイミングが高域→中域→低域の順となっている。

0
周波数
−180

◆部屋の影響を受けにくい
◆補正しすぎないことにより、
音質を劣化させない補正が可能

〈推定位相特性〉

選択された位相特性モデルを補正する
逆フィルタ係数を算出

180
0

◆オールパス型FIRフィルタを
形成することにより
位相成分のみの補正が可能

ユニット間だけでなくチャンネル間の位相も揃えることで、
全チャンネルの正確な再生も実現

〈Step②測定〉

「フルバンド・フェイズコントロール」による位相及び群遅延特性の補正は、
各スピーカー内のユニット間だけでなく、接続されたすべてのスピーカー間
においても同時に分析され補正されます。これにより、メーカーやシリーズ

周波数
−180

算出されたフィルタ係数を持つ
FIRフィルタを各チャンネルに適用

が異なるまったく違う特性を有するスピーカーを組み合わせても、すべて同
じスピーカーで揃えたような自然なつながりを実現。その全帯域（フルバン
ド）、全チャンネルでの正確な再現力は、マルチチャンネル再生においてか
つてない明確な音像の定位とサラウンド感に優れた理想的な音場空間の広
がりをもたらします。

各スピーカーの位相／群遅延特性が
フルレンジスピーカーのような
理想的な特性に補正される

全てのスピーカーの位相／
群遅延特性が一致した音場が完成

補正前のインパルス応答

補正後のインパルス応答

フルバンドフェイズコントロールによる
群遅延の補正効果
高域成分
（ツイーター）

入力するインパルス
波形

1000

200
235
276
324
381
448
526
618
726
853
1002
1178
1384
1626
1910
2244
2637
3098
3639
4276
5024
5902
6936
8148
9573
11247
13214
15525
18240

中域成分
（スコーカー）

Phase
G delay

0

0.0035
0.003

−2000

0.0025

−3000

0.002

−4000

0.0015

−5000

0.001
0.0005

−6000

低域成分
（ウーファー）

補正前のスピーカーの
インパルス応答

0.004

−1000

−7000

0

−8000

−0.0005

−9000

−0.001

補正前のスピーカーの
位相・群遅延特性

1000

200
235
276
324
381
448
526
618
726
853
1002
1178
1384
1626
1910
2244
2637
3098
3639
4276
5024
5902
6936
8148
9573
11247
13214
15525
18240

Phase
G delay

0
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スコー ツイー
カー
ター

補正後のスピーカーの
インパルス応答

0.0035
0.003

−2000

0.0025

−3000

0.002

−4000

0.0015

−5000

0.001

−6000

ウー
ファー

0.004

−1000

0.0005

−7000

0

−8000

−0.0005

−9000

−0.001

補正後のスピーカーの
位相・群遅延特性
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Advanced MCACCとフルバンド・フェイズコントロールの相乗効果

スピーカーを正しく設定し、正確にドライブする。
マルチチャンネルオーディオのあるべき姿をもっとも忠実に再現
マルチチャンネルオーディオのあるべき姿とは。
それは、
クリエーターが意図した音の空間をそのままに再現すること。
そのために必要なのは、スピーカーを正しく設定し、
正確にドライブするだけの至ってシンプルなことです。
しかし、それを実現するには極めて高度なオーディオテクノロジーが要求されます。
「Advanced MCACC」
と
「フルバンド・フェイズコントロール」。
このパイオニアが誇る2つのテクノロジーの融合が今、
マルチチャンネルオーディオのあるべき姿を最も忠実に再現します。

フェイズコントロールLFEフィルターと特殊な遅延補正により低域の位相のズレ（群遅延）を解消
マスターサウンドの魅力を余すところなく引き出し、その感動を忠

パイオニアが長年にわたるオーディオ技術の蓄積と独自の音響

実に再現するために何が必要か。プロスタジオのモニタリングの

研 究 に基 づき実 現した、革 新 的 な マルチチャンネ ル 再 生 技 術、

手法を検証し、正しい再生環境を整えることがまず大切なことを

「Advanced MCACC」
と
「フルバンド・フェイズコントロール」。
この

パイオニアは学びました。
しかし、たとえ再生環境を正しく設定し

2つの技術は、DSPによる技術として融合し、互いの技術の相乗効

たとしても、各スピーカーを構成するユニット間で位相がズレてい

果を発揮することで、マルチチャンネル再生のための真の理想環

たり、またスピーカー間において位相のズレが生じると互いの音

境を創り出すことを可能にします。HDオーディオのロスレス再生

が干渉しあい、マスターサウンドが本来再現すべき音響空間を忠

ならではの臨場感あふれるリアルな空間表現も、そのあるべき姿

実に描き出すことはできません。

のままに忠実に描き出します。

各チャンネルへの入力波形

各チャンネルに同一のインパルスを入力しても、正しい設定やスピーカードラ
イブの制御がされていなければ、その応答波形は大きく乱れます。
「AdvancedMCACC」
と
「フルバンド・フェイズコントロール」による補正を行う
ことで、全チャンネルの再生環境は理想的な状態にすることができます。

C

0.0
SBL

Amplitude

SL
SR

■Advanced MCACC
補正後のインパルス応答
Amplitude

Amplitude

■補正前のインパルス応答

■Advanced MCACC &
フルバンド・フェイズ
コントロール補正後の
インパルス応答

0.0

0.0

FR
SBR

FL

MCACC ONで各スピーカーの距離差
を補正
スピーカーの群遅延によるインパル
ス応答の乱れが残っている

フェイズコントロール ONでスピー
カーの群遅延を補正
「MCACC」
と
「フルバンド・フェイズ
コントロー ル 」の 相 乗 効 果で、全
チャンネルが理想的なインパルス
応答に近い特性となる

＊この測定は効果を判りやすく説明するために、スピーカーの設置距離、接続機種をあえて不揃いの状態で行っています。

音源からさまざまな音響系を経て受音点に至るまでの特

ぶ擬似乱数信号を用いてインパルス応答を測定する方法

性は、インパルス応答を測定することで解析することがで

です。M系列信号とは、ある計算方法によって作られた疑

きます。インパ ルス応 答とは、インパ ルス（時 間 的 幅 が 無

似ランダ ム系 列で 音 は ホワイトノイズ に似ています。2 つ

限小で高さが無限大のパルス）と呼ばれる非常に短い信

目は、インパ ルスをある法 則 に 則って時 間 軸 上で 引き伸

号 を 入 力した 時 のシステム の 出 力 のことで す。ある系 の

ばした 特 殊 なスイープ 信 号を用 いる方 法で す。これを系

インパ ルス応 答を測 定 する場 合、直 接 入 力 する方 法もあ

に入力して応答を取った後、信号を元に戻しインパルス応

りますが、これだと信号エネルギーが非常に小さくて外乱

答を再構成します。
「Advanced MCACC」と「フルバンド・

の影響を受けやすく、S/Nが非常に悪いという欠点があり

フェイズコントロールでは測定項目に応じてこれらの測定

ま す。そ の た め 一 般 的 に 次 の 2 つ の 方 法 の い ず れ か で

方 法を使 い 分 け、測 定 環 境 応じた 信 号を適 切 に調 整して

インパ ルス応 答を測 定します。1 つ目は、M 系 列 信 号と呼

音場を測定します。
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ジッター対策

PQLS

デジタル伝送において音質劣化の最大の要因となる
ジッターの影響を排除し、正確なDA変換を実現
デジタル伝送においてジッターの及ぼす影響は極めて大きく、
デジタルオーディオ機器の登場以来、常に課題とされてきた大きな問題です。
この問題に対して根本的な対応を可能にしたのが
VSA-AX10iのi.LINKに搭載したPQLS（Precision Quartz Lock System）機能でした。
SC-LX83/73/VSA-LX53では、そのi.LINKで培ったジッターレス伝送の技術をHDMIに継承。
CDだけでなくDVDやブルーレイディスクのマルチチャンネル伝送においても正確なDA変換を実現しています。

プレーヤーとのHDMI接続時におけるジッターによる音質劣化の原理
ジッターによるクロックタイミングのズレは、右の図のようにDA変換のタイミン

ジッターによる音質劣化の概念
例

グのズレを引き起こし、定位感の悪化などデジタル伝送時の音質劣化の最大の
要因とされています。
HDMI接続においてもそれ

ジッターのないクロックでDA変換した場合 ⇒ 正解と同じ音が得られる

デジタル伝送によるジッターイメージ

レベル

良質

ジッターのないクロック
（理想）

は 例 外で は なく、コンテン
ツの 高 品 位 化 にともな い、

ジッターのあるクロックでDA変換した場合 ⇒ 正解と同じ音が得られない
レベル

ジッターのあるクロック
（現実）

劣化

より根本的な解決方法を必
要としていました。

ある瞬間の音声波形
レベル
正解

時間的なわずかな揺らぎ＝ジッター

PQLSはAVアンプの高精度水晶発振クロックとメモリーバッファーによる
レートコントロールで、HDMI接続によるジッターの影響を原理的に排除
通常HDMIでオーディオデータを伝送する際、AVアンプのDA変換用オーディオ

ジッターの影響によりD/A変換のタイミングがズレると正確な
信号変換が行えなくなる。

図-1

一般的なHDMI伝送
AVアンプ

ブルーレイディスクプレーヤー

基準クロックは、HDMI受信チップにより再生成されたクロックが供給されます
（図-1）。ブルーレイディスクプレーヤーでは、ビデオのピクセルクロックを基準に

Servo
Circuit

Data
Transfer

オーディオクロックを代数変換して転送します。一方AVアンプではビデオのピク
セルクロックとともに送られてきた代数値からPLLを用いてオーディオ基準クロッ

PLL

HDMI
IN/OUT

HDMI
IN/OUT

AUDIO DATA
AUDIO CLOCK

AV decoder

DAC

クを再生成します。つまり、HDMIではオーディオ用のクロックは伝送されません。
従って、オーディオ基準クロックはHDMI受信チップのPLL性能と伝送基準である

図-2 ジッターレス伝送（実現不可）
AVアンプ

ビデオのピクセルクロックの影響を受けることとなり、どうしてもある程度ジッ
ターを含んだ形で生成されてしまいます。
これに対し、それらの影響を原理的に

ブルーレイディスクプレーヤー

排除した仕組みがPQLSです。PQLSでは、HDMI受信チップで再生成されたオー
ディオクロックではなく、AVアンプ内にある高精度水晶発振クロックを用いてDA

Servo
Circuit

HDMI
IN/OUT

PLL
Data
Transfer

Clocking
Crystal

HDMI
IN/OUT

変換を行います。
よってHDMI伝送により生じたジッターの影響を受けることはあ
りません。しかし、単純にクロックを切り換えるだけでは、AVアンプ内の高精度水

AUDIO DATA
AUDIO CLOCK

AV decoder

DAC

晶発振クロックとHDMI受信チップで再生成されたオーディオクロックのレートの
わずかな差異により音声再生において不具合が生じます（図-2）。そこで、送られ

図-3 ジッターレス伝送（PQLS）
AVアンプ

たデータをAVアンプのメモリーバッファーへ一時的に貯め、そのデータを順次高
精度水晶クロックに同期させて再生させることで、その不具合が発生しないよう

ブルーレイディスクプレーヤー

にしています。さらに、メモリーバッファーにオーバーフローやアンダーフローが
起きないよう、AV アンプからの制御信号でブルーレイディスクプレーヤーのデー

Servo
Circuit

Control Data
Transfer
HDMI
IN/OUT

Data
Transfer

PLL
HDMI
IN/OUT

Clocking
Crystal

タ転送クロックを制御。
この動作をレートコントロールと呼びます（図-3）。
AV decoder
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AUDIO DATA
AUDIO CLOCK
CONTROL DATA

DATA
MEMORY

DAC
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ジッター対策

PQLS機能によるHDMI伝送のジッター低減効果は、
ハイエンドモデルSC-LX90に匹敵する高性能を獲得

PQLS

グラフ1

ジッターの比較

右のグラフは「PQLS マルチサラウンド」機能を搭載したマルチチャン
ネルアンプVSA-LX52のジッター低減効果を比較したものです。その結
果、ハイエンドモデルSC-LX90にも匹敵する高性能な結果が得られました。
これにより、聴感上の効果として音声歪みの低減、定位感の向上、正確
な音場再現、奥行きや広がりなどの立体感の改善といった、大幅なクオ

一般的なAVアンプ（30万円台）
のCD再生

一般的なAVアンプ（30万円台）
のブルーレイディスク再生

SC-LX90のCD再生

SC-LX90のブルーレイディスク
再生

VSA-LX52のCD再生 PQLS OFF

VSA-LX52のブルーレイディスク
再生 PQLS OFF

VSA-LX52のCD再生 PQLS ON

VSA-LX52のブルーレイディスク
再生 PQLS ON

リティのアップを実現。その違いは、実際にコンテンツを再生し、PQLS
機能のON／OFFを聴き比べていただくことにより実感していただけます。

このジッター比較は縦軸を回数、横軸を周波数とし、単位時間当たり何回
その数値が出てくるかを示すヒストグラムの実測値です。理想的なクロック
は毎回同じ数値を示すので、あるポイントで直線的な特性を示します。

グラフ2

高精度な低位相ノイズマスタークロックを採用

低位相ノイズマスタークロックの性能比較

PQLS動作時、マスタークロックの精度が、力強さや余韻の消え
際の静けさといった性能の差として現れます。
従来のマスタークロックとの性能比較において、PQLSに採用さ
れた低位相ノイズマスタークロックは、音質に多大な影響を与え
る位相ノイズが1Hz及び100Hzでともに−20dB改善（グラフ2）。
ジッターの低減を実現する上で大きな威力を発揮しています。
1Hz

100Hz

1Hz

従来のマスタークロック

100Hz

低位相ノイズマスタークロック

位相ノイズを大幅改善（当社比）
−20dB at 1Hz
−20dB at 100Hz
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ジッター対策 ジッターリダクション プラス

HDMI接続以外の音声入力に対しても
ジッターの低減による高音質化を徹底追求
ジッター低減は、デジタルオーディオの永遠のテーマです。
SC-LX83/SC-LX73/VSA-LX53では新開発のジッターリダクションICに加え、
低位相ノイズ クロックシステムを合わせて採用することで、
根本的なジッターの低減による高音質化を図りました。その効果、
CDプレーヤーなどからのデジタル入力をはじめ、すべての音声入力※に対して
正確なサウンドイメージの再現に威力を発揮します。
※Pure Directによるアナログ入力を除く

図1 ジッターリダクション プラス概念図

一段と性能を進化させ、
より正確なサウンドイメージを再現。
第二世代「ジッターリダクションプラス」を搭載

すべての入力信号について有効
“Pure Direct”のアナログ入力を除く

HDMI接続以外の入力に対するジッター低減対策として、これま

HDMI®

でのジッターリダクションの機能を強化。第二世代となるジッター

SPDIF（同軸/光）

リダクションプラスは、すべての入力信号に対応できるよう改善

Analog
（Pure Direct以外）

DSP
ADC

New
Jitter
Reduction
IC

DAC

されています（Pure Directによるアナログ入力を除く）。
ジッター低減を図るためのハイアキュラシーPLL回路の構成には、新開発のジッターリダク
ションICを採用。
これにより、
「正確なサウンドイメージ」
と
「より自然な音場」の再現を同時
に実現しています。

特に、ハイアキュラシーPLL回路を構成するジッターリダクション
ICは、オリジナルな思想と回路を盛り込み、新たなジッター低減
デバイスとして音質向上に著しい効果を発揮します。

新ジッターリダクションICの開発においては、
独自ノウハウを凝縮し、
フィードバック回路をIC内部に構成

写真1

図1のジッターリダクション プラスの概念図でもわかるように、
ジッターリダクションICをDAC直前部に配置することで、すべての
入力（Pure Directによるアナログ入力を除く）に対して音質に大き
な影響を与えるジッターと位相ノイズを低減します。その開発に
新開発ジッターリダクションIC

はパイオニア独自のオーディオテクノロジーに基づくノウハウを
凝縮し、画期的な性能を実現するフィードバック回路をIC内部に
構成。さらに、対応周波数をオーディオ用マスタークロック帯に絞
り込むチューニングを行うことにより、その音質を飛躍的に向上
させています。
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S.R AIR（サウンドレトリバー エアー）

ワイヤレス伝送による音楽再生のための
独自の音質補正技術「S.R AIR（サウンドレトリバー エアー）」
®無線技術搭載機器から気軽に音楽ファイルをワイヤレス伝送し、
本格的なコンポーネントシステムで高音質な再生を楽しむ。
そのための技術として、パイオニアはAVマルチチャンネルアンプに
「S.R AIR（サウンドレトリバー エアー）」を搭載しました。
伝送時の圧縮により失われた信号を補間するとともにノイズを除去し、
コンポーネントシステムにふさわしい音楽再生を実現します。

ワイヤレス伝送による音楽再生においても
コンポーネントシステム本来の高音質再生の魅力を追求
ポータブルオーディオやPCなど、

図1 一般的な

®無線技術搭載機器での音質劣化の原因
®無線技術による
ワイヤレス伝送
（非可逆圧縮）

®無線技術搭載

受信

送信

機器から音楽ファイルをワイヤレス伝送する場合、右の図1
で示すように一般的な伝送プロセスにおいてノイズの発生

送信側

や音質の劣化が生じることは避けられません。

ヘッドフォン出力へ

図2では、その音声データを圧縮するために行われるマスキン

音源

DAC

ADC

圧縮

TX

グ処理による情報の欠落とそれによってどのような音質の低
送受信系で発生するノイズ

下が生じるかを表わしています。圧縮の方法は周波数マス

圧縮による情報欠落

キングと時間軸マスキングの2つの手法があり、聴感上感知さ
れない音の成分として周波数マスキングではラウドネスカー
ブを用いて最小可聴限界以下の周波数成分、主に高域と低域

図2 圧縮によるデータ間引きの影響
1. 最小可聴限界以下の周波数成分をカットする

成分がカットされます。
また、時間軸マスキングでは、大きな音
の前後に隠れて感知されない時間成分がカットされます。

Encode
Delete

dB
20

200

Audible

Intensity

Encode
Delete

dB

20k Hz

2k

Time

Frequency

ができなくても、サウンド全体を構成する音量感や抑揚感と
して知覚され、音楽再生においては必要なものです。ヘッド

圧縮前の音

圧縮後の音

圧縮後の音
音圧

音圧

格的なオーディオシステムになればなるほどその違いは顕

圧縮前の音

音の密度

音の密度

フォンやイヤホンではその差はあまり感じられませんが、本

「S.R AIR（サウンドレトリバー エアー）」は、それらの失われ

Temporal Masking
（時間軸マスキング）

Audible

Intensity

しかし、それらの成分は一つ一つの音としては聴き取ること

著に現れます。

2. 大きい音の前後の時間成分をカットする

The Absolute Threshold of hearing
（最小可聴限界）

時間
低

中

高 周波数

水色の部分の総面積を
人は「音量感」として感
じます。

た成分を補間し、本来のサウンドの魅力を再現するために
パイオニア独自のオーディオ技術として搭載された高音質

低

中

高 周波数

低域・高域は間引き量
が 多く、赤 色 の 面 積 分
だけ密度が低下します。
これにより低／高音が
小さくなったという印象
を受けます。

矢印の長さ分を人は リズムの抑揚感が赤
「リズムの抑揚感」と 色矢印の分だけ失わ
して感じます。
れてノッペリとした
音になった印象を受
けます。

音の密度管の低下

技術です。

音の抑揚感の低下

図3 SN改善例

デジタルノイズ リダクション プロセッシングの搭載により、
SN感に優れたクリアなサウンドを実現

Bluetooth伝送再生時のノイズのスペクトラム
-80
-85
-90

ワイヤレス伝送による音質の劣化は、先にも述べたように圧
縮によるデータの間引きのほか、一般的な伝送プロセスの

-100
dBrA

過程で行われる信号変換によるノイズの発生もサウンドの

14.5dB

-95

-105
-110

クリア感を失わせる要因となっています。
「S.R AIR」ではデジ

-115
-120

タルノイズ リダクション プロセッシングを搭載することで、

赤色：音質改善処理OFF

-125

極めて高純度な信号再生を実現。SN比の比較では図3の例

-130
200

で示すように、10dB以上の改善効果を達成しています。
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青色：音質改善処理ON

500

1k

2k

5k

10k

20k
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筺体構造（セパレート構造/インシュレーテッド・デュアルシャーシ）

ダイレクト エナジーHDアンプが実現した
理想的なセパレート構造による筺体設計
優れた同時出力性能を実現しながら大型ヒートシンクを必要としない
小型で高効率なダイレクト エナジーHDアンプの採用により、
筺体内においてプリ部とパワー部のセパレート構造を可能にするなど、
マルチチャンネルアンプとして理想的な筺体設計を実現しています。

筺体内においてパワー部とプリ部を独立させた
理想的なセパレート構造

写真1

SC-LX83のセパレート構造
プリ部と電源部を
この鋼板にて分離

ダイレクト エナジーHDアンプを採用したSC-LX83/SC-LX73
では、筺体内においてパワー部とプリ部を独立させた理想

プリ部

的なセパレート構造を実現しました（写真1）。さらに、3次元
スペースフレームの採用により、プリ部、パワー部、電源部は

電源部

鋼板によりシールドされ 、デジタル回路、アナログ回路、パ
ワー部それぞれの特性に合わせて電源を独立させた「イン
ディペンデント・パワーサプライ設計」など、回路間の相互干
渉や負荷変動を確実に排除する高音質設計を可能にました。

AMP部
（パワー）部

プリアンプ部

パワーアンプ部

写真2

クリーングランド化を徹底した
インシュレーテッド・デュアルシャーシ

プリ部とAMP部も
鋼板で分離

インシュレーテッド・デュアルシャーシ

SC-LX83/SC-LX73では、パワー部を鋼板によりシールドすることで相互
パワー部

干渉による不要なノイズの発生を抑えるだけでなく、さらにパワー部専
用シャーシを特殊なインシュレーターを介してメインシャーシに締結す
る独自の「インシュレーテッド・デュアルシャーシ」
（絶縁二重構造）を採
用（写真2）。クリーングランド化を徹底することにより、回路間の相互干
インシュレーター

渉や負荷変動をより確実に排除することを可能にしています。

メイン
シャーシ
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理想のアンプを目指して

理想のマルチチャンネルアンプとして完成の域に到達した
第四世代ダイレクト エナジーHDアンプ
第三世代から第四世代へ。さらなるブラッシュアップを果たした
ダイレクト エナジーHDアンプは、一つ一つのパーツの見直しはもちろん、
パターンレイアウト、回路レイアウト、相互干渉など、
さまざまな音質への影響を隅々まで再吟味しました。
まさに、熟成という言葉がふさわしい仕上がりです。
その卓越した音質は、一つの完成の域に達したと言えるでしょう。

厳選されたパーツのポテンシャルを最大限に発揮させるため、
隅々まで最適化が図られた第四世代ダイレクトエナジーHDアンプ
音へのこだわりを重視したパーツは、そのポテンシャルを最大限に生かすべく、
レイア
ウト、定数、そして相互干渉などさまざまな影響を考慮し、再吟味を重ねました。信号
経路の見直しではアンプ部から上流へと逆登り、信号経路とその途中にある電源部、
そしてPRE OUT部へと道のりを辿りながら再チューニングを積み重ねています。
その結果、高音質パーツが本来持つ優れた性能を活かし、信号経路の見直しでは音
の鮮度、エネルギー感などの向上につながっています。
この再チューニングが重ねら

第三世代ダイレクト エナジーHDアンプ

れた第四世代ダイレクト エナジーHDアンプは、エンジニアはもちろん、
こだわりの音
楽ファンも納得するAVマルチチャンネルアンプとしての理想の領域へと到達したと
言えるでしょう。その進化の差は従来からのドライブ能力はもちろんのこと、音の深
みや、色合い、そしてゆったりと動く空気感までも表現することを可能としています。

第四世代ダイレクト エナジーHDアンプ

徹底した試聴による試作を繰り返した、
こだわりカスタムパーツ
●第三世代から引き継がれたカスタムコンデンサーとマイカコンデンサー
アンプの心臓部にあたるパワー源（通常B電と呼ばれる）は、とりわけ音質に大きな
影響を与えます、ダイレクト エナジーHDアンプのためのカスタムコンデンサとして
開発されたB電平滑コンデンサー（10000μF/80V）とB電ローカルコンデンサー
（560μF/80V）は、第三世代から継承され、中低域の躍動感、ボーカル（ダイアログ）
の質感表現のクォリティアップに貢献しています。また、双信電機製マイカコンデン
サーも第四世代ダイレクト エナジーHDアンプの重要なパーツとして第三世代から

B電平滑コンデンサー(10000μF/80V)：左と
B電ローカルコンデンサー(560μF/80V)：右

引き継がれ、音づくりの基礎を固めています。

●第四世代で新たに追加されたアンナカ製フィルコンデンサー
より完成度を高め理想の領域へと近づくため幾度となく試聴とチューニングを重ねる
中で、第四世代ダイレクト エナジーHDアンプで新たに追加されたパーツが、アンナ
カ製フィルムコンデンサーです。この結果、マルチチャンネルアンプとしての熟成の
域に限りなく近づく圧倒的な音の表現力、空間のつながりを獲得しています。
17
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理想のアンプを目指して

Air Studiosとのコラボレーションによる
こだわりの音質チューニング
オーディオに最後に魂を込めるのは、チューニングです。
それが単なる機械ではなく、
多くの人々に感動を与えることができるのは
エンジニアの音への頑固なこだわりがあるからに
ほかなりません。
さらにパイオニアでは、SC-LX83/SC-LX73においても
従来の製品同様、世界最高峰の録音スタジオ「Air Studios」
において、サウンドエンジニアと意見を交わし生音に
肉薄するクォリテイ要求に応えています。
Air Studios外観

LYNDHURST HALL

STUDIO 2

英国のロンドン郊外に施設を構える「Air Studios」
は、数多くの有名アーチストの収録はもちろん、映
画の「007シリーズ」や「ダークナイト」などのスコ
ア収録やミキシングも行うサウンドエンジニアの
実力で名高いスタジオです。
「Air Studios」
とパイオニアのコラボレーションは
2000年VSA-AX10でMCACCの技術を世界に先駆
けて導入する際、日々生音に接するスタジオエン
ジニアの意見や考えを取り入れて製品化したこと
EQ調整を細かく確認しながら試聴を繰り返す Air Studios Tim Vine-Lott氏

から始まりました。
その後も日々進化を遂げるAVアンプは、現場の厳
しい評価と要求により鍛え上げられ、新たな製品
としての完成度を高めています。このステップは
最新機種SC-LX83/SC-LX73においても、サウンド
熟成工程として変わることはありません。音楽性
へ のこだ わりを 第 一 に 、隅々まで そ の 音 質 をブ
ラッシュアップしています。
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P.C.24p（1080/24p出力）機能／トリプルHDノイズリダクション

多様なメディアの映像入力に対し、
AVセンターとしてのこだわりを追求した高画質機能
DVDやブルーレイディスクの映像をはじめとするプレーヤー機器からの入力のほか、
CS/BS、地上デジタル放送、ケーブルテレビなど多様なメディアからの映像入力に対し、
マルチチャンネルアンプが果たす役割はいかにあるべきか。
その映像機能とクオリティにおいても
パイオニアは、AVセンターとしてのこだわりを徹底追求しました。

映像変換における独自のノウハウをもとに磨き上げた
P.C.24p (Precise Conversion for 24p) 機能

フィルムのクオリティをそのままに再現する1080/24P出力
24pダイレクト出力

オリジナル
映画フィルム
（24p収録）

2-3プルダウン
（60i）
映画DVDや映画放送

通常のI/P変換出力（60p）

SC-LX83/SC-LX73/VSA-LX53の最新高画質機能として
搭載された、フィルム素材の質感をそのまま再現するこ
とができるP.C.24p（Precise Conversion for 24p）機能
（1080/24p出力）。素材の質感や味わいをありのままに
再現しようというクオリティへの徹底したこだわりを追
求したその 機 能 は、パイオニア製ブル ーレイディスク
/ D V Dプレ ーヤーをはじめ 、本 来ソースを提 供 するプ
レ ー ヤー の 機 能として開 発され たもので す。しかし、
CS/BS、地上デジタル放送やケーブルテレビなど、多様
なメディアの映像入力に対応したホームシアターシステ
ムの機能としては、AVセンターとしてシステムの中核と

24コマ/秒（プログレッシブ）

映画DVDやハイビジョン放
送に収録された映画コン
テンツ（24コマ/秒で制作）
をクオリティそのままにダ
イレクト出力。自然な流れ
で出力。

60コマ/秒
インターレース

プログレッシブ

24コマ/秒の映像信号をそのまま出力することができな
いため、
フィルム本来の質感を表現しにくい。

なるマルチチャンネルアンプに搭載され、すべての映像
入力に対応できることが理想といえます。
そこでパイオニアは、ブルーレイディスク/DVDプレー
ヤーのフラッグシップモデルBDP-LX91に搭載されたア
ドバンスド1080/24pダイレクト出力を、ブルーレイディ
スクやDVDといったパッケージ素材だけでなく、放送波
などにも対応した機能として、徹底したこだわりを追求。
洋画、邦画はもちろん、字幕の対応など出力変換におい
て破たんが起きないよう、さまざまなサンプル素材での
視聴を重ね、独自のチューニングとノウハウを開発。映
像変換用チップの性能だけに頼ることなくそのクオリ

最新中上級AVマルチチャンネルアンプの
多彩な画質調整項目（VSA-LX53以上）

ティを磨き上げました。

項目

設定値

PCINEMA

AUTO/ON/OFF

P.MOTION

-4 to +4

YNR

0 to +8

CNR

0 to +8

BNR

0 to +8

ブロックノイズ、モスキートノイズのケアを従来のSD素材はもちろん、HD素材でも

MNR

0 to +8

可能にした3つのHDノイズリダクション（YNR/CNR、BNR、MNR）回路を実現しまし

DETAIL

0 to +8

た。パッケージ素材においては、素材自体のクオリティやプレーヤーの性能により、

BRIGHT

-6 to +6

CONTRAST

-6 to +6

HUE

-6 to +6

CHROMA

-6 to +6

BLK SETUP

0/7.5

HD素材にも対応した
トリプル HDノイズリダクションを実現
VSA-LX53以上の最新の中上級AVマルチチャンネルアンプにおいて、
ランダムノイズ、

ノイズが気になることは比較的少ないですが、地上デジタル放送などではビット
レートの低さの問題で、 MPEGノイズが生じることがあり、
これらのノイズも効果的
に低減します。
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EXTRA INFORMATION

チューニング環境（試聴室）
本社機能とともにパイオニアの中枢機能が集まる新川崎
の社屋には、技術開発部も席を置き、日々さまざまな製品
や技術の開発が進められています。そこには試聴室として
8部屋をはじめ、無響室や不要輻射測定などの多彩な施
設を完備。AVアンプの開発にあたっては、主に右に掲載
したマルチチャンネル専用の試聴室において練り上げら
れます。

試聴に使われる
ディスクの例
試聴用に使用するディスクは、録音品
質が良いものはもちろん、いわゆる名
演奏といわれる時代を超えた名盤ディ
スクもよく使われます。
そうしたものを試聴していると、
「こん
な古い録音でも、こんなにすごい演奏
だったんだ…」
と、再認識させられるこ
とも多く、チューニングが進むと感動
も 深くなって 行 きま す。ま た マ ル チ
チャンネルの映像と音声については、
「あたかもホールの客席にいるかのよ
うな錯覚をもたらす…」、そんな音づく
りを目指しています。

※この資料に掲載している仕様・写真・測定データ等は開発・設計時点のものであり、
実際のものとは異なる場合があります。

212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1-1

記載の情報は2010年10月時点のものです。
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