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デジタルオーディオの動的ノイズと発生メカニズムを究明

新開発「DIDRC回路」を搭載した

ハイファイ・セパレートコンポを3機種発売

楽器などでは複数の音色が混ざり合い、ハーモニーとなって美しい響きを作り出してくれます。生演奏で感じた音楽の躍動感

を再現するためには、音楽情報を小さな成分まで忠実に再生しなければなりません。音楽CDの誕生から本格化したデジタル

オーディオの中で、オンキヨーはデジタル特有のノイズと向き合い、音楽情報を曇らせてしまうノイズの種類や発生源を突き止

め、適切な対処法を体系化して製品開発に結びつけています。デジタル音声信号などの高周波波形自体は聴こえませんが、

それらの周波数が近接して存在すると、ビート現象によって可聴帯域内に余分なノイズを生成してしまいます。これが混変調

歪というもので、特に音声信号と相関を持ったノイズの発生は有害です。従来これらのノイズの悪影響は、高調波歪率（THD)

や可聴帯域内混変調（IM)を少なくすれば良いと考えられてきました。しかしながら、これらの測定項目はアナログオーディオ時

代に制定されたもので、デジタルオーディオで発生する高周波での問題は想定していませんでした。オンキヨーはこれら測定

値には表れない動的ノイズの発生メカニズムを究明し、高周波帯域まで増幅性能に優れ、上下の対称性が良く、低歪率化を

達成した新回路DIDRC(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)を開発。新設計のプリアンプ、パワーアンプ、

CDプレーヤーの各増幅部に搭載することにより、弾むように伸びやかで、生き生きとした新次元のサウンドを実現しました。

P-3000R/M-5000R/C-7000R

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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P-3000R(S)

プリアンプ

¥189,000（税込） 12月18日発売予定

■ 動的ノイズを抑制する、新開発DIDRC（Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry）を採用

■ アナログ/デジタルの完全独立回路構成のレイアウトを採用。電源部もアナログ/デジタル独立大容量トランスを搭載

■ 高性能32bit 192KHz DACをL/R各チャンネルに搭載し、光、同軸、AES/EBU、USBと豊富なデジタル入力端子を装備

■ アナログ再生を極限まで高めるディスクリート回路フォノイコライザーを搭載

■ 筐体に肉厚のアルミ素材を多数使用。梁構造による回路基板支持、真鍮削りだしインシュレーターなど振動対策を徹底

■ 信号の基準電位を明確にする純銅バスプレートのGNDライン

■ 小音量でも豊かな音色、オプティマムゲイン・ボリューム

■ 高品位金メッキ真鍮削りだしRCA端子を装備

周波数特性

総合ひずみ率

入力感度/インピーダンス

定格出力電圧/インピーダンス

SN比

入出力端子

最大外形寸法

質量

付属品

LINE：5Hz ～ 100kHz/+0dB、-3dB

0.005%（定格出力時）

LINE：200mV/47kΩ PHONO MM：2.7mV/47kΩ

PRE OUT：1V/330Ω

110dB（Direct、IHF-A）

入力：デジタル5(光2、同軸2、AES/EBU1)、アナログ4、PHONO1、USB1(TypeB)
出力：デジタル1(光)、アナログ1、12Vトリガー1、ヘッドホン1

W435× H99×D333.1mm

11kg

リモコン

【動作環境】
OS
CPU

メモリ

HDD

対応機種

Windows® 7 (32/64 ビット)/Windows Vista®(32/64 ビット)/Windows® XP (32/64 ビット)SP3 以降

Windows 7: 1GHz 32 ビット( × 86) または64 ビット( × 64) のプロセッサ

Windows Vista: 1GHz 32 ビット( × 86) または64ビット( × 64) のプロセッサ

Windows XP: Celeron® 800MHz 以上 ※（Intel®Pentium® III 800MHz 以上推奨）

Windows 7: 1GB のシステムメモリ／Windows Vista: 1GB のシステムメモリ／Windows XP: 256MB 以上

200MB 以上の空き容量

USB 規格Rev2.0 HS に準拠したUSB ポート標準装備のPC/AT 互換機（Intel® 製USB ホストコントローラー推奨）
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M-5000R(S)

パワーアンプ

¥273,000（税込） 12月18日発売予定

■ 動的ノイズを抑制する、新開発DIDRC（Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry）を採用

■ 再生周波数の広帯域化を図る「AWRAT（Advanced Wide Range Audio Technology）」を搭載

■ クアッドプッシュプル3段インバーテッドダーリントン回路を搭載。低歪で強力なドライブを実現

■ 左右独立ツインモノラルコンストラクションを採用

■ 左右独立の大容量トロイダルトランスを搭載。平滑回路には、27000μF×4の大型電解コンデンサーを搭載

■ 筐体に肉厚のアルミ素材を多数使用。梁構造による回路基板支持、真鍮削りだしインシュレーターなど振動対策を徹底

■ 追随性に優れた大型レベルメーター採用

■ 高品位金メッキ真鍮削りだしRCA端子を装備

2ch ステレオ

80W（8Ω、全高調波歪率0.08% 以下、2ch 駆動時、20Hz ～ 20kHz、JEITA）

150W（4Ω、全高調波歪率0.08% 以下、2ch 駆動時、20Hz ～ 20kHz、JEITA）

BTL モノラル

180W（8Ω、20Hz ～ 20kHz 、JEITA）

220W（6Ω、20Hz ～ 20kHz 、JEITA）

0.02%（20Hz ～ 20kHz ハーフパワー）

10 Hz～100 kHz/ +0dB 、 -1dB 1W/8Ω

1Hz ～ 250kHz/+0dB、-3dB 1W/8Ω

110dB（RCA、IHF-A）

RCA：4Ω ～ 16Ω XLR：6Ω ～ 16Ω

入力：アナログ1、XLR（BTL）1、12Vトリガー 出力：12Vトリガー

W435× H187.5×D432.5mm

23.5kg

定格出力

総合ひずみ率

周波数特性

SN比

スピーカー適応インピーダンス

入出力端子

最大外形寸法

質量
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C-7000R(S)

CDプレーヤー

¥168,000（税込） 12月18日発売予定

■ 動的ノイズを抑制する、新開発DIDRC（Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry）を採用

■ アナログ/デジタルの完全独立回路構成のレイアウトを採用。電源部もアナログ/デジタル独立大容量トランスを搭載

■ 厳選したオーディオ専用電解コンデンサーを採用

■ Burr-Brown 24bit 192KHz D/A コンバーターを各チャンネル搭載

■ ±0.5ppmスーパープリシジョンクロック搭載

■ 筐体に肉厚のアルミ素材を多数使用。梁構造による回路基板支持、真鍮削りだしインシュレーターなど振動対策を徹底

■ アルミダイキャストトレイを装備した制振性に優れたメカを、真鍮製脚で支持し振動を抑制

■ 高品位金メッキ真鍮削りだしRCA端子を装備

0.0015 % 

2 Hz ～ 20 kHz

116dB

デジタル3(光、同軸、AES/EBU)、アナログ1

Audio CD,CD-R,CD-RW,MP3,WMA(CD-R,CD-RW)

W435× H99×D315.2mm

12kg

全高調波歪率

周波数特性

SN比

音声出力端子

再生対応ディスク

最大外形寸法

質量
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製品背面画像

P-3000R

M-5000R

C-7000R
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主なテクノロジー

Dynamic Intermodulation Distortion Reduction 
Circuitry（P-3000R/M-5000R/C-7000R）

可聴帯域を越える高い周波数の音は私たちの耳には聴

こえません。しかし聴こえる場合もあるのです。それは複

数の高周波波形による相互間のビートが、ある条件下で

可聴帯域内信号として変換されるからなのです。この

ビートとは、複数の周波数の波形が合成されると、その

差の周波数成分が発生する現象のことです。

例えばデジタル音声信号などの高周波波形自体は聴こ

えませんが、それらの周波数が近接して存在すると、

ビート現象によって可聴帯域内に余分なノイズを生成し

てしまうということです。これが混変調歪というもので、特

に音声信号と相関を持ったノイズの発生は有害です。楽

器等では複数の音色が混ざり合い、ハーモニーとなって

美しい響きを作り出してくれます。しかしオーディオ装置

では勝手にビートを作り出さないように配慮する必要が

あります。

スペックで書かれているSN比の値は、信号の無いときの

残留ノイズレベルを表します。前述のビートによるノイズ

は、残留ノイズのレベル以下なので、測定器では計るこ

とはできません。しかし、残留ノイズより遥かに低いレベ

ルで含まれる楽器の倍音が識別できるのと同様に、ビー

トによるノイズはたとえそれが低いレベルであっても、人

の耳には音色の変化として感じてしまう可能性は否定で

きません。

従来これらのノイズの悪影響は高調波歪率（THD)や可

聴帯域内混変調（IM)を少なくすれば良いと考えられてき

ました。しかしながら、これらの測定項目はアナログオー

ディオ時代に制定されたもので、ディジタルオーディオで

発生する高周波での問題は想定していませんでした。

オンキヨーはこれら測定値には表れない動的ノイズの発

生メカニズムを究明し、高周波帯域まで増幅性能に優れ、

上下の対称性が良く、低歪率を達成した新回路

DIDRC(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction 

Circuitry)を、モジュール化することでプリアンプ、パワー

アンプ、CDプレーヤーの各増幅器に搭載しました。

（写真）M-5000R DIDRC回路
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主なテクノロジー

振動抑制を徹底。シャーシ構造をはじめ
梁構造によるフローティング回路支持方式を採用
（P-3000R/M-5000R/C-7000R）

筐体内部の各パーツは、音楽再生時に発生する不要な

振動を受けると、音声信号とは異なる電流を発生させ、

これが音の質感を曇らせるノイズに結びつきます。これ

は回路基板に使用されるコンデンサーなどのパーツ類が

マイクロホンの役割になり、スピーカーの音圧によって内

部に響いた振動を拾ってしまうことに主な原因がありま

す。

P-3000R/M-5000R/C-7000Rでは、フロントパネル・サイ

ドパネルには剛性の高いアルミ押出し材を、底板には肉

厚のスチール板を使用。相互の振動の伝播を防いでい

ます。また、通常は底板に固定する回路基板についても、

振動の影響を限りなく小さくするため、前後または左右に

渡した梁に固定する手法とし、底板からの振動の影響を

防いでいます。

（写真）M-5000R

高い電源供給能力を可能にする強力な電源部

（P-3000R/M-5000R/C-7000R）

M-5000Rには、オーディオ回路専用に磁束漏洩が少なく

筐体内の他の回路に影響を及ぼしにくい大容量のトロイ

ダルトランスを2基搭載。チャンネル独立でパワーアンプ

±B電源のみを供給するという、余裕のあるツインモノラ

ル構成の大型電源回路により、チャンネル間の干渉を限

りなく小さくしています。 P-3000R/C-7000Rは、アナログ

回路とデジタル回路は電気的に全く性質が異なるため、

これらの回路間での電気的・電磁的なノイズ干渉をクリ

アするためアナログ回路にはトロイダル型を、デジタル回

路にはEI型を、それぞれ専用トランスを搭載して回路を

完全分離。 また、P-3000R/C-7000Rには厚さ1ｍｍ、M-

5000Rには厚さ1.2mmの純銅バスプレートをグランドライ

ンに用い、グランド電位の安定化を実現しています。

（写真）M-5000R
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主なテクノロジー

外部機器との接続での伝送ロスを抑える端子部
（P-3000R/M-5000R/C-7000R）

アナログRCA入出力端子には、金メッキ真鍮削りだしタ

イプを採用。プリアンプ部のL/Rチャンネルが近接した部

分には18mmピッチを採用し、極太RCAプラグの接続も

可能です。CDプレーヤーに装備しているAES/EBU端子

は、アンフェノール社の金メッキ仕様を採用しています。

※パワーアンプのXLR端子の接続は、BTL接続によるモ

ノラル使用時に限ります。

最高32bit/192kHz対応の
HDオーディオ対応D/Aコンバーター （P-3000R）

P-3000RにはTI社 Burr-Brown製の高性能32bit/192kHz

対応のD/AコンバーターをL/R各チャンネルに搭載。デジ

タル入力端子も光、同軸、AES/EBU、USBと豊富に装備

し、同軸、AES/EBUでは最高24bit/192kHzに対応(光は

24bit/96kHz)し、PCからの音声再生が可能なUSB接続に

おいては、 32bit/192kHzのHDオーディオの再生に対応。

さらにアシンクロ（非同期）転送方式を採用することで、

P-3000R側の高精度クロックで同期を図ることによって、

PC側からのデータ情報に含まれるジッターの影響を極

限まで抑えています。

小音量でも豊かな音色
オプティマムゲイン・ボリューム （P-3000R）

オプティマムゲイン・ボリュームでは、音量調整を可変抵

抗器だけに依存するのではなく、同時に前段のアンプ部

の増幅度も連動して変化させる方法により、増幅してお

きながら、それ以上に減衰させるという不合理を解消して

います。つまり、増幅が必要でない小音量の領域ではプ

リアンプ部の増幅を行わず、それ以上の増幅が必要な

領域でのみ、増幅度を変化させて音量調整を行う動作

原理となっています。その結果、小音量しか出せないリ

スニング環境でも豊かなサウンド再生が可能となりまし

た。
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主なテクノロジー

あらゆるスピーカーを確実にドライブするための
テクノロジーを結集（M-5000R）

M-5000R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「AWRAT（ Advanced 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。

さらに、入力とNFBのポイントが1点となる正確な負帰還

を実現する回路方式を採用。増幅回路が2つ接続される

2段構成とすることで、2段目の入力感度を下げ、聴感上

のS/N向上に貢献しています。また、前置増幅部はモ

ジュールで構成された応答性能の優れた回路を採用し

ました。

また、出力段の超低歪率を実現する独自の3段インバー

テッドダーリントン回路には、クアッドプッシュプル出力段

を搭載。出力段からのNFBをわずか12dBに抑え、瞬時

電流供給能力：HICCが150Aを誇るという低歪み＆超強

力な出力段によって、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。

温度補償機能付き
スーパー・プリシジョンクロック （C-7000R）

クロックはプレーヤー内の全てのデジタル処理の同期を

図る、オーケストラの指揮者のような役割を担っています。

C-7000Rのクロック部には、発振周波数偏差が

±1.5PPM、温度安定度特性は±0.5ppmを誇る高精度

（一般的な同クラスでは±50PPM程度）の水晶発振器

「スーパー・プリシジョンクロック」を搭載。フォーカスが

ピッタリと合った、細部まで見通せるかのような空間描写

を実現しています。またデジタル波形に生じるジッターを

除去するPLL方式ジッタークリーナーを装備しています。

商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Pentium、celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation の商標です。
Microsoft、Windows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。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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