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先進機能とピュアオーディオ技術を結集

オンキヨー最高峰のＡＶセパレートアンプを発売

AVセンターは、主にデジタル信号を扱うプリアンプ部と、アナログ信号が主体となるパワーアンプ部という、電気的に全く性質

の異なる回路部で構成されています。そのため、これらの回路間では電気的・電磁的なノイズ干渉が起こりやすく、この課題を

クリアできるかが音質を大きく左右します。オンキヨーでは、これまで培ったピュアオーディオ技術を駆使して、上級機ではデジ

タル/ビデオのプリアンプ部とパワーアンプ部を完全にブロック化する手法を導入し、音質に影響する電気的・電磁的な干渉を

極限まで低減してきました。しかし最先端の3Dシアターやネットワークを介した高精細なデジタルサウンドなど、ハイレベルな

HD環境が整うに連れ、ハイエンドのゾーンでは、一体型AVセンターよりさらにワンランク上のパフォーマンスが求められていま

す。

PR-SC5508/PA-MC5500は、その理想形として至高のクオリティを実現する、AVセパレートアンプを目指しました。AVコント

ロールセンター「PR-SC5508」は、3D映像伝送/ARC対応の HDMI Ver.1.4a端子を（8入力/2出力）搭載し、24bit/96kHz音源な

どに対応。9chパワーアンプ「PA-MC5500」には、3段インバーテッドダーリントン回路など、独自のピュアオーディオ技術を結集

しました。この両機の組み合わせにより、新たな9.1chサラウンドサウンドを実現します。

PR-SC5508/PA-MC5500

プレスお問合せ先 オンキヨー株式会社 国内営業企画課 山本誓一 TEL.03-3548-2613

写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より

当製品をクリックください

掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーコールセンター TEL.050-3161-9555
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PR-SC5508（B）

9.1ch対応AVコントロールセンター

¥262,500（税込） 10月29日発売予定

対応サラウンドフォーマット

周波数特性

全高調波歪率

SN比

HDMI端子(Ver1.4a)

映像入出力端子

音声入出力端子

コントロール端子

アンバランス(RCA)定格出力電圧

バランス(XLR)定格出力電圧

最大外形寸法

質量

付属品

■ 3D映像／オーディオリターンチャンネル対応「HDMI ver.1.4ａ」端子搭載

■ フロントハイスピーカーを加えたドルビープロロジックⅡzと、さらにフロントワイドスピーカーも加えたAudyssey DSXを採用

■ Windows® 7対応。PCやネットワーク対応HDD内の音楽再生が可能なネットワーク機能（24bit/96kHz音源/DLNA対応）

■ USB端子を2系統搭載。USB接続による、iPod/iPhoneのデジタル再生（フロントUSB端子）にも対応

■ ホームシアターの世界基準「THX Ultra2 Plus」に準拠

■ Burr-Brown製32bit/192kHz D/Aコンバーターを6基搭載

■ 最上位1080pまでアップスケーリングしてHDMI出力。クラス最高レベルの「HQV Reon-VX」ビデオプロセッサー搭載

■ 高品位金メッキバランス入出力端子搭載

ドルビー TRUE HD、DTS Master Audio、AAC他

5Hz ～ 100kHz：+1dB/－3dB

0.05%（定格出力時）

110dB（LINE、IHF-A）

入力：8 出力：2（同時出力可）

入力：コンポーネント3、Sビデオ4、コンポジット5、D-sub15ピン1 

出力：コンポーネント2、Sビデオ2、コンポジット3 （ZONE2含）

入力：デジタル7、アナログ8 、PHONO1 、7.1ch 1、バランス（XLR) 1

出力：アナログ4 （ZONE2/3含） 、9.2chバランス(XLR) 1、9ch 1 、サブウーファー4 （ZONE2/3含）

RS232×1、IR（入力×2、出力×1）、12Vトリガー出力×3、Ether×1

1 V

2 V

435（幅）× 198.5（高さ）× 453.5（奥行）mm

14.0kg

マクロ対応双方向リモコン
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PA-MC5500（B)

9chパワーアンプ

¥210,000（税込） 10月29日発売予定

■ 3段インバーテッドダーリントン回路搭載による高品位9chパワーアンプ

■ 大型カスタムパワートランジスターの採用によりシングルプッシュプル動作にて各チャンネル定格出力200Wを獲得

■ ホームシアターの世界基準「THX Ultra2」に準拠

■ 電源部には大容量トロイダルトランスと大容量電解コンデンサー(22,000μF×2)を搭載

■ グランド電位安定化技術など音質技術を惜しみなく投入

■ 高品位金メッキXLR入力端子、高品位金メッキ真鍮削りだしRCA入力端子採用

■ 対応するプリアンプ等と電源連動を可能にする12Vトリガー端子装備

各チャンネル200W （6Ω、全高調波歪率0.08% 以下、1ch 駆動時、 20Hz～20kHz、 JEITA）

各チャンネル280W （6Ω、1kHz、1ch 駆動時、JEITA）

5Hz ～ 100kHz：+1dB/－3dB

0.05%（定格出力時）

110 dB (unbalanceIHF-A)

2 V(バランス) 、1 V (アンバランス)

4Ω～16Ω または 6Ω～16Ω

バランス(XLR)9 、アンバランス(RCA)9

435（幅）× 198.5（高さ）× 458.5（奥行）mm

23.0kg

定格出力

実用最大出力

周波数特性

全高調波歪率

SN比

入力感度

スピーカー適応インピーダンス

入力端子

最大外形寸法

質量
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主なテクノロジー PR-SC5508

最先端「HDMI ver.1.4a」端子を搭載

PR-SC5508は、HDMIの最新規格「HDMI ver.1.4a」を搭載

し、3D映像伝送とオーディオリターンチャンネル（ARC）に

対応しました。情報量の多い3D映像を伝送するためには、

新しいバージョンのHDMI規格が必要になります。オンキ

ヨーは、3Dテレビや3Dブルーレイディスクプレーヤーが

広がる将来を見据えて、映像と音の上質な3Dシアターを

楽しめる先端仕様を採用しています。8系統のHDMI入力

端子を装備し、出力を2系統装備していますので、将来に

わたってもさまざまな機器を接続できるロングライフ仕様

となっています。大型テレビとプロジェクターにそれぞれ

接続しておき、シチュエーションに応じてどちらの映像機

器でも鑑賞できる2Wayシアターもお楽しみいただけます。

また、HDMI ver.1.4aの基本機能であるARCは、従来テレ

ビのチューナー音声をAVセンターに出力する場合、テレ

ビの光デジタル音声出力からAVセンターに光ケーブルを

接続する必要がありましたが、通常とは逆の流れ、

TV→AVセンターへHDMIケーブルで伝送できるため、例

えば対応する大型3DテレビとHDMIケーブル一本の接続

だけで、よりシンプルな接続でTV音声に対応します。

PCネットワーク再生＆「Play To」機能を搭載

PR-SC5508には、CDクオリティを超える音楽コンテンツ

の再生までサポートする、高品位なネットワーク性能を備

えています。本機とルーターをLAN端子で接続して設定

すれば、Windows Media® Player（バージョン11以降）や

DLNA （Digital Living Network Alliance）準拠サーバー上

で管理している音楽ファイルやインターネットラジオを、

ルーターを介して再生できます。再生フォーマットは、

WAV/WMA/WMA Lossless/MP3/AAC/FLAC/Ogg 

Vorbis/LPCMなど、汎用性の高いものからロスレス形式

まで、さらにはCD品質を上回る24bit/96kHzのフォーマッ

トにも対応しています。MP3など圧縮音楽ファイルではよ

り高品位に再生するミュージックオプティマイザーも効果

的に活用していただけます。インターネットラジオについ

てはPLS、M3UおよびPodcast（RSS）形式に対応し、最大

40局まで登録が可能。本体にプリセットされている

vTuner Internet Radioを経由すれば、vTunerが提供する

ポータルサイトからさまざまな局へのアクセスも可能です。

また、「Windows®7」との互換性と信頼性を示す

「Compatible with Windows®7」ロゴを取得していますので、

Windows®7 PCとLAN接続すれば、PC側がAVセンターを

認識して、Windows Media®Player上でAVセンターを再生

機器として選択することもできます。AVセンター、PCのど

ちらからでも音楽コンテンツをリモート再生できる使い勝

手のよさも魅力です。
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主なテクノロジー PR-SC5508

フロントハイ/ワイドを活かした
最先端サラウンド再生に対応

3D映像への期待が高まるに連れて、音声においても3次

元サラウンドの進化が注目されてきています。

PR-SC5508ではブルーレイディスクの大容量を活かした

高品位、高精細な音声規格「Dolby TrueHD」、「DTS-HD 
Master Audio」に加え、 「ドルビープロロジックⅡz」や

「Audyssey DSX（Dynamic Surround Expansion）」に対応し

ています。「ドルビープロロジックⅡz」は、7.1ch/5.1chシス

テムをベースに、フロントL/Rスピーカーの上部にフロント

ハイスピーカーを加える最大9.1chのシステムで、これまで

のサラウンドシステムの前後の奥行きに加え、上下方向も

含む三次元的な空間表現ができます。「Audyssey DSX」で

は、フロントハイおよび視聴位置から正面左右60°の延

長線上を理想とするフロントワイドスピーカーを同時に接

続した現代版の最大9.1chシステムが構築できます

（Audyssey DSXモードの使用時には、音場の広さや高さを

－3～＋3の範囲で調整できます）。これらの最先端のサラ

ウンドフォーマットでは、人間の聴覚が敏感な前方に対す

る空間表現力が向上し、サラウンドバックスピーカーを設

置できない環境でも、よりドラマチックで新しい9.1ch/7.1ch

環境を構築することができます。音楽ライブを収録したブ

ルーレイソフトなどでは、アーティストの歌声がホールいっ

ぱいに響いていく空気感を感じ取っていただけるでしょう。

ホームシアターの世界基準
「THX Ultra2 Plus」準拠

THXはルーカスフィルム社が提唱したシアターの世界的な

品質基準です。全世界で5000を超える映画館が認可を受

け、AVセンター等が認可されているのはホームシアター

版となります。映画館特有の臨場感の再現を目的とした

基準や規定が細かく体系化されており、認可には厳格な

審査に合格しなければなりません。PR-SC5508が準拠す

るTHX Ultra2 Plus規格は、小音量時にレベルの低い情報

が失われない音量調整の技術「THX Loudness Plus」も組

み込まれており、ボリューム値に左右されることなく、いつ

でもダイナミックな臨場感を楽しめます。

また、パワーアンプ部のPA-MC5500もTHX Ultra2の認定

を受けてますので、家庭でも映画館と同様に、制作者の意

図を存分に再現することが可能となりました。
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主なテクノロジー PR-SC5508

PR-SC5508ビデオチップ部

1080pまで高品位に。
HDMIビデオアップスケーリング

PR-SC5508には、アナログ映像入力をアップコンバートし

てHDMI出力できるビデオアップコンバーターを搭載してい

ます。

PR-SC5508には放送局 やハリウッドの映画スタジオに多

くの納入実績を持つ「HQV Reon-VX」の高品位な回路を

採用していますので、アナログ映像信号を1080pのフルHD

にアップスケーリングして出力できます。PCの映像出力と

して一般的なVGA（D-sub15ピン）の入力端子も装備して

いますので、インターネットなどPCからのコンテンツ映像も

より高品位に出力できます。さらに、ジャギー（輪郭のギザ

ギザ）やデジタル映像特有のモスキートノイズ、ブロックノ

イズの低減など、フル10bitによる高精度な映像処理能力

によりクラス最高レベルの画像処理を実現します。

またISFビデオ・キャリブレ－ション機能を搭載しています。

映像画質の世界基準として著名な「ISF社(Imaging 

Science Foundation Inc.)」が認可した画質調整機能です。

明るさやコントラストなどきめ細かな画像調整をソースごと

に行い、環境に応じた画質をお楽しみいただけます。

再生しながら設定変更や情報表示が可能な
オーバーレイOSD機能

PR-SC5508では、視聴を中断して設定画面に切り換わる

従来型の方式ではなく、視聴している映像を再生したまま

メニューを表示して設定できる方式を採用しました。これに

より動画を再生したままサラウンドモードの変更や確認な

どが行えるようになり、より快適な操作環境を実現してい

ます。

※オーバーレイOSD機能は画質を最優先とするため

透過・日本語表示には対応しておりません。
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主なテクノロジー PR-SC5508

iPod/iPhoneのデジタル接続に対応

PR-SC5508のUSB端子（フロントＵＳＢ端子のみ）は、

iPod/iPhone内の音楽ファイルをデジタルデータのままAV

センター側へ伝送することができます。これまで一般的

だったアナログ伝送から音質劣化の少ないデジタル伝送

とし、AVセンターの高精度なDAC回路で処理できるように

なります。楽器やヴォーカルの輪郭はくっきりと映し出され

て音場が増し、iPodの音楽ライブラリーをこれまでより躍

動感に満ちたサウンドで再生していただけることでしょう。

ジャケット写真の出力にも対応しています。

※接続にはiPod/iPhoneに付属のUSBケーブルを

ご利用ください。

対応iPod
・iPod touch（第一、第二世代）
・iPod classic
・iPod（第五世代）
・iPod nano（第一、第二、第三、第四、第五世代）
・iPhone3G/3GS

※以下のiPodはStandard Modeには対応していません。
Extended Modeのみ操作可能になります。
・iPod（第五世代）
・iPod nano（第一世代）

ハイビジョンTVとシステム連動、「RI HD」機能

最先端のインターフェースであるHDMI端子を活用した「RI 

HD」機能を搭載し、ハイビジョンTVなどとのシステム連動

を実現。電源スタンバイ連動や自動入力切換え、TVのリ

モコンによる本機のボリューム調整とテレビスピーカー/シ

アタースピーカーの再生切換えが働きます。また東芝製レ

グザリンク対応テレビ「レグザ」との組み合わせでは、独自

のコントロールコマンドによりHDMI入力拡張切換えの操作

も可能です。

※連動動作する他社対応機種

パナソニック製ビエラリンク対応テレビ「ビエラ」および

DVDレコーダー「ディーガ」、東芝製レグザリンク対応テ

レビ「レグザ」、シャープ製AQUOSファミリンク対応の液

晶テレビ「アクオス」（2008年4月以降の機種）との接続

による連動動作

豊富な入出力端子

PR-SC5508では入力端子に通常のアナログ8系統、デジ

タル7系統と様々な機器の接続に対応。また出力端子に

通常のアナログ(RCA)に加えバランス (XLR)出力端子も搭

載。

また、パワーアンプ部のPA-MC5500もアナログ(RCA)とバ

ランス（XLR）どちらとも9ch入力に対応してます。
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主なテクノロジー PA-MC5500

デジタルサウンドを忠実に再生するテクノロジー

PA-MC5500のパワーアンプ部は、アンプの地力ともいえ

るスピーカードライブ能力向上のために、回路自体の裸特

性改善に着目し、歪率や周波数特性などスペック改善の

ためのNFBを最小限とした独自のワイドレンジアンプ技術

「WRAT（Wide Range Amplifier Technology）」によるディス

クリート構成を基本としています。

音質向上と深く結びつく電源供給効率の向上やアース電

位の安定化には、経路の最短化が大きなポイントのひと

つであり、電源部のブリッジダイオードと電解コンデンサー

をパワーアンプ部の直近に配し、電解コンデンサーからパ

ワーアンプ回路までを、充分な電流容量をもつ銅バスプ

レートで接続しています（PA-MC5500には22,000μF×2の

大容量コンデンサーを採用）。

さらに、電解コンデンサーを中心に8ch分のパワーアンプ

回路を左右対称にレイアウトを行い、その上でドライバー

回路を縦基板上に配置することで、9chに及ぶ電源供給経

路を極限まで短縮しています。これらの設計手法により、

電源供給効率の大幅な向上とグランド（アース）電位の超

安定化を実現しています。同時に、音声周波数のような低

い周波数領域ではこれまであまり問題視されなかった信

号経路についても、左右チャンネルのパス(長さ)を揃える

ことで空間表現力のさらなる向上を図っています。

また、より一層の低インピーダンス化を実現する独自の3

段インバーテッドダーリントン回路により、ドラムやピアノの

アタック音など瞬時の立ち上がりにおいて、現信号に極め

て近い再生能力を獲得しています 。また、電源部を支える

電源トランスは大容量のものを搭載し、PA-MC5500には、

オーディオ回路専用に磁束漏洩が少なく筐体内の他回路

に影響を及ぼしにくい大容量トロイダルタイプを搭載して

います。電力供給ラインの最短化仕様などと相まって、電

源のエネルギーをストレートにスピーカーに送り込めるよう

万全の配慮をしています。

入力端子についてはバランス入力にも対応する金メッキ

XLR端子と、金メッキ真鍮削りだしRCA端子を装備した入

力基板を、セパレーション向上のため各チャンネル独立構

成としました。

PA-MC5500には、大電流へのレスポンスに有利な
大容量トロイダルトランスを搭載

商標について ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。“Dolby”、“ドルビー”、“Pro Logic”およびダブルD 記号は、ド
ルビーラボラトリーズの商標です。DTS はDTS 社の登録商標です。また、DTS ロゴ、記号、およびDTS-HD Master Audio はDTS 社の商標で
す。レグザリンク、レグザは株式会社東芝の商標です。AQUOSファミリンクは、シャープ株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、
Windows Mediaは米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または商標登録です。iPod、iPhoneは、米国および他の
国々で登録されたApple Inc. の商標です。その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。
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