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か つ て な い 感 動 を 生 み 出 す 
フ ル デ ジ タ ル サ ウ ン ド の 最 高 峰 へ

多彩なスタイルで音楽を楽しむデジタル時代へ、かつてない感動をもたらす

想像を超えたフルデジタルサウンドシステムが誕生しました。

革新の「Digital to Digital」テクノロジーが創り出すのは、音楽本来の姿を 

ありのままに描き切る究極の原音再生。アーティストの吐息や楽器ひとつひとつの 

響きまでも繊細に、透明感あふれるハイレスポンスサウンドでリアルに再現します。

Clarionが切り拓く、フルデジタルサウンドの未知なる領域と

新しい感動を是非、体験してください。

日本で初めてのカセット方式のカーステレオとして 
発売した画期的な製品

カーオーディオシリーズの 
新しいラインアップとして日本で発売

世界中から多くの反響を頂いた 
ハイエンド・オーディオの一時代を築き上げた名機

名機DRX9255を継承し、より原音再生を追求した 
完成度の高いハイエンド・オーディオ

音楽メディアが多様化する中、最良のサウンド 
体験ができる独自の音響テクノロジー

世界に先駆けて開発した 
フルデジタルスピーカーシステムを発売

PE-801 (1968年) City Connection (1981年) DRX9255 (1996年) DRZ9255 (2004年) Intelligent Tune (2011年) 01DRIVE (2012年)
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フルデジタルスピーカー フルデジタルサブウーファー

すべてのスピーカーユニットを 
新開発「車載専用LSI」で駆動する
フルデジタルサウンドシステム誕生
※ 2015年9月現在 （Clarion調べ）。

車載専用
LSIを装備

世界初
※

「Clarion」が切り拓く、  車載オーディオの新時代へ
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Clar ionのフルデジタルテクノロジーが、 
カーオーディオの世界に革命を起こす

Revolution of 
technology

※3 2015年9月現在 （Clarion調べ）。 
※4 当社比。

スピーカー内蔵の 
車載専用LSI

世界初※3、フルデジタルスピーカーの駆動に 
最適な車載専用LSIを独自開発

Clarionは世界に先駆けて、フルデジタルスピーカーに最
適な車載専用LSIを新開発しました。厳しい温度条件に耐
えうる高い品質を確保した上、従来のLSIに比べ※４高出力
化しました。さらに、高速駆動（24.5MHz）を1チップで
実現し、ハイレゾ音源にも対応可能となりました。

デジタル音源からスピーカーまで、 
Digital to Digitalがオーディオを変える
デジタル音源からスピーカーまでのフルデジタル伝送により、ハイレゾ音源も劣化させることなくダイレクトにスピーカーへの入力を可
能とし、高音質で原音に忠実なフルデジタルサウンドを実現します。さらにデジタル信号を効率良く音に変換することで、従来のフルデ
ジタルシステム比※1 4倍の高出力と、アナログシステム比※2 1/5の低消費電力の両立を図りました。
※1  当社比。
※2  一般的な純正装着のオーディオシステムの駆動回路部。

全ての想いを集結し、新しい時代の音を創り出す

音質劣化が 
生じる

● 従来のシステム

デジタル信号 アナログ信号

D/A
Converter

Power 
amplifier

デジタル
音源

● フルデジタルサウンドシステム

音質劣化が 
少ない

独自開発の車載専用LSI

デジタル
音源

デジタル信号

System 
connectivity

多彩な外部オーディオ機器と 
接続できる汎用性の高さ

純正のセンターユニットはもとより、他社のセンターユニットや外部オーディオ
機器との接続にも対応。ユーザーの好みに合わせたシステム構成を容易に実現
します。また、スマートフォンやタブレットをUSBケーブル等で接続することで
音楽再生も可能です。

デジタル＋アナログミックスシステム

原音に秘められた感動を、鮮やかに描き切る

お手持ちのスマートフォンやタブレットで
直感的なチューニングが可能に

ハイレゾ音源再生対応

スマートフォンやタブレットにインストールした対応アプリケーション
を使うことで、クロスオーバー、タイムアライメント、イコライザーなど
の高精度なチューニングを直観的な操作で実現。簡単な操作で細かな
チューニングもスムーズに行うことができます。

USBホストケーブル（OTGケーブル）を使ってスマートフォンやタブレットを
接続すれば、ハイレゾ音源をはじめとする音楽ファイルを高音質（Digital to 
Digital）で再生可能。音楽本来の微細なニュアンスや臨場感までも表現する
ハイレゾ音源の魅力を、フルデジタルサウンドで鮮やかに描き出します。

Sound technology

指揮者のごとく、軽やかに、理想の音を描き出す

直感的操作を可能にした
チューニングアプリ

スマートフォンに保存された 
ハイレゾファイルを高音質で 
楽しむことができます。

接続端子： USB、デジタル（オプティカル）入力、デジタル（コアキシャル）入力、RCA入力、スピーカーレベル入力
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すべてのユーザーに贈る、これからの音のこだわり、 
C lar ionだからできるフルデジタルサウンド

圧倒的な高解像度

●  D-classパワーアンプと 
フルデジタルサウンドの解像度を比較

車載専用LSIを開発し、96kHzサンプリングの
デジタル信号の直接入力と、256倍オーバー
サンプリングを組み合わせることで世界初※１

の24.5MHzの高出力・高速駆動を実現。これ
により圧倒的な高解像度を可能としました。

D-classパワーアンプと比較すると、より高解像度であり、
原音に忠実な波形を再生しています。

駆動方式 動作周波数

D-classパワーアンプ 0.2 〜 0.8MHz

フルデジタルサウンド 24.5MHz

先進のデジタル信号処理技術（Dnote※ 3）を
用いて複数のデジタル信号を直接ボイスコイ
ルへ伝達し、正確なコーンストロークを可能に
する「6層マルチボイスコイル」を採用。6つの
駆動力をきめ細かく制御することで、低電
圧・省電力でもハイパワー＆高音質再生を実現
します。

従来のスピーカーの概念を超えた、新開発「6層マルチボイスコイル」フルデジタルサウンドシステムによる  ＜ 音の品質 >

※3  デジタル信号処理は、Trigence Semiconductorの 
 Dnote技術を採用しています。

必要なボイスコイルのみ駆動

独自開発の車載専用LSIにより、96kHz×
256倍にオーバーサンプリングされた信号は、6
チャンネル分のデジタル信号に変換されます。
この6つのボイスコイルは常にすべてが駆動し

ている訳ではなく、音の大きさに応じて必要な
ボイスコイルのみを駆動させるため、省電力を
実現しています。

音源のデジタル信号を車載専用LSIで複数
の信号に分割し、それらの分割された信号と
同数のボイスコイルを独立駆動させています。
その波形を組み合わせることで細やかな音質
表現が可能となります。

スピーカー内蔵の車載専用LSI

マルチ駆動型D-classドライバー

信号 
処理部

すべてのスピーカーユニットを車載専用LSIで駆動

※2 ツィーター駆動用の車載専用ＬＳＩはサウンドプロセッサーに内蔵。

各フルデジタルスピーカーユニットは、内蔵※2

の車載専用LSIで独立して駆動され、優れた
チャンネルセパレーションを実現しました。 ツィーター（Z3同梱品）

L

L

R

R

Z7（スピーカー）

Z3（サウンドプロセッサー)

Z25W（サブウーファー）

コマンダー
（Z3同梱品） 車載専用LSI 

（ツィーター駆動用）

フルデジタルサウンドシステムは、独立したボイ
スコイルに瞬時に必要な電圧を掛けることで、
圧倒的なハイレスポンス再生を可能にします。

● 従来のアナログスピーカー

● フルデジタルスピーカー

立ち上がりが速く、音の輪郭が明確でクリアな
サウンドを再現します。

キレのある音を響かせる、高解像度＆ハイレスポンス駆動

マルチ駆動システム

立ち上がりが速い

※１  車載専用マルチ駆動型D-classドライバーとして。
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フルデジタルサウンドを次世代へ導く、
Clar ion独自の高純度伝送・省電力テクノロジー　　　　

ハイレゾ対応のスマートフォンやタブレットを
USBホストケーブル（OTGケーブル）を使って
接続すれば、ハイレゾ音源を収録した音楽ファ
イルもダイレクトにフルデジタル再生できます。
CDなどのデジタル音源は96kHz/24bitに
アップコンバートし、アナログ音源については
96kHz/24bitの高精度なデジタルオーディオ
データに変換。音響信号処理からスピーカー
へのデジタル伝送に至るまで全ての経路にお
いて96kHz/24bitのハイレゾ相当で動作させ
ます。

その他の音源

ハイレゾ音源
High

Resolution

High
Resolution

車載専用LSI

車載専用LSI

Z3（サウンドプロセッサー）

ハイレゾ音源からアナログ信号まで高音質再生に対応「96kHzサンプリング周波数」

その他の音源も96kHz/24bitのデジタルオーディオデータ
に変換し、CD(44.1kHz)の約3倍の情報量で再生します。

浮動小数点32bit処理により、高精度なイコラ
イザーを実現できるFIRフィルターの実装を可
能としました。

一般的なパワーアンプは安定動作を目的に、
電源変動の影響を抑えて音の歪みを改善し、
ダンピングファクターの向上をもたらすNFB（ネ
ガティブフィードバック）回路を採用しています
が、スピーカーで発生した逆起電力を入力側に

伝えて音の波形を乱すことがあり、音楽の繊細
なニュアンスを損なう弊害があります。
フルデジタルサウンドシステムは、それらの影響
を排除する高速応答安定化電源により高
音質を確保しています。

逆起電力の影響を排除して 
「Non-NFB」の高音質化を実現

高精度DSP 
「SHARC®」を採用

フルデジタルサウンドシステムでは、高速応答
安定化電源の採用と1点アース化によるグラ
ンドループの排除により、従来のカーオーディ
オが抱える大きな課題であったオルタネーター
ノイズの大幅な削減に成功。
別格のリスニング環境を創造します。

デジタル信号で伝送することによる、オルタネーターノイズの低減

● 従来のシステム

● フルデジタルサウンドシステム

従来のシステム
フルデジタルサウンドシステム

今までノイズで掻き消されていた
微細なサウンドまで聴こえます

電源変動に強い構造

フルデジタルサウンドシステムは、各スピーカー
に直結した高速応答安定化電源があるシス
テム構成のため、急な音圧変化にも素早く追
従します。これにより外付けキャパシタを使用し
なくても、常に安定した状態を保つことができ
ます。

従来の方式は、センターユニット内のパワー
アンプもしくは、外付けパワーアンプが必要で
した。フルデジタル方式ではパワーアンプが必
要なく、軽量かつシンプルなシステムの構築を
可能としました。

車両側のスピーカーハーネスをそのまま利用して、
電源と音源のデジタル信号を同時に伝送。高い
信頼性が求められる車両の不要輻射規格に準拠
するため、デジタル信号を低振幅で重畳する世界
初※1のシステムです。ノイズの影響を排除したデ
ジタル伝送が、高級アナログケーブルでさえ成し

電力を効率良くスピーカーの駆動や音の出力
に変えられるため、これまで熱として損失してい
た非効率なエネルギーを大幅に低減。さらに、
一般的なデジタルパワーアンプと比べて小出
力時の効率も高く、大幅な省電力化とヒー
トシンクレスシステムを実現し、小型軽量化を
可能にしています。

得なかった究極の高音質伝送を実現します。2本
のケーブルのみ※2で接続が可能など、特殊な配
線が不要のため、容易なシステムアップを実現
します。

※1 2012年9月時点（Clarion調べ）。
※2 サブウーファーは別に電源配線が必要となります。

独自の駆動方式によるパワーアンプレス化

省電力・小型化を実現

フルデジタルサウンドシステムによる  ＜ 高効率・省電力 >

フルデジタルサウンドシステムによる  ＜ 汎用性 >

車載専用LSI
DSP

（D/Aコンバーター）
Z3

（サウンドプロセッサー）
パワーアンプ

● 従来のアナログ方式 ● フルデジタル方式

デジタル信号 アナログ信号

● 電力消費比較

サブウーファーまで含めたシステム構築を容易に実現する
「パワーデジタルラインキャリアシステム」
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