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この記号は、操作に関する大切な記述

があり、ユーザーがご覧になるよ

う注意を喚起しています

この記号は機器内部に絶縁されて

いない「危険な電圧」が存在し、感電

の恐れがあることを警告しています。

1.1

1.　この取り扱い説明書を入念にお読み下さい。今後のご使用にあた
       り必要になりますので、取り扱い説明書は大切に保管してくださ
        い。

2.　すべての警告および使用上の注意には従ってください。

3.　トリノフオーディオは無断で本装置を改造することを固く
        禁じております。

4.　次の様な場所での使用は故障の原因となります。
　  . 直射日光が当たる場所
　  . 極端に高温あるいは高湿度の場所
　  . 過度に埃っぽい、あるいは汚れている場所
　  . 過剰な振動のある場所
　  . 磁場に近い場所

5.　本機を寒い環境から急に暖かい場所へ移動しますと結露が
        発生することがあります。スイッチを入れる前に本機を十分に
        室温に馴染ませてください。

6.　機器のクリーニングには必ず乾いた布をお使いください。
        液体溶剤タイプの洗剤はご使用にならないでください。

  7.     通風孔や隙間をカバーしたり、塞いだりしないで下さい。
　　  機器の通風孔には、いかなる場合も決して物を詰め込んだ
           りしないでください。

  8.　機器の設置は取扱説明書に従って行なってください。

  9.　最大許容動作条件は以下の通りです。
          温度 (0°C- 40°C ) 、湿度 (20 - 65 %)

10.　電源コードやプラグ、コネクタおよび装置に挿さっているア
          ダプタなどに不要な負荷がかからないようにご配慮ください。

11.　損傷したヒューズを交換する場合は必ず定格通りのものに交換
          してください、

12.　雷雨の際、ないし長期間ご使用にならない場合には、機器の
          保護のため電源コードを抜いておいてください。

13.　機器のカバーは開けないでください。この機器の中にはユー
          ザーご自身で修理できる部分はございません。いかなる場合
          も修理の際は、お買い求めのディーラーまたは輸入元にお問
          合せください。

14.　AC電源は定格電圧のACコンセントに接続してください。
         適正電圧以外のACコンセントに接続してはいけません。

安全に関する重要なご案内
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ST2-HIFI

電源ケーブル x1 

1

2

3

1

2 3

1.2 同梱物

トリノフ製3Dマイク（オプション）x1
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1.3 コンセプト

全てのハイファイシステムにとっての最大の弱点は設置環境（部屋）です。一般的な部屋は周波数特性の中に
最大10dB程度の歪みを生みます。その上、完璧なインパルス応答を持つスピーカーなど世の中に存在しません。

トリノフの ST2-HiFi はスピーカーと部屋の両方に存在する音響放射の問題をトータルで解決します。
あなたのハイエンドシステムは音響忠実度的に新たなレベルにまで引き上げられます。
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電源部 オーディオ部

PC 部

1.4 リアパネル

M15A
ヒューズ

電源
スイッチ シリアルナンバー

1 x AES/EBU 
 デジタル入力&出力

(XLR)

     1 x SPDIF
デジタル入力＆出力

(RCA)

2 x ステレオアナログ
 シングルエンド入力

(RCA) (XLR)

  アナログ
バランス出力
(XLR)

 アナログ
シングルエンド出力

 (RCA)

パラレルポート

VGA ポート イーサネット
ポート

RS
232

内蔵オーディオ
端子（未使用）

DVI ポート

   マウスまたは
キーボード用PS2

4 x USB
ポート

電源
ソケット

2 x ステレオアナログ
      バランス入力
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1
4

2 3
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1.5 3D測定マイク

マイクスタンド用ネジ穴

                             トリノフでのキャリブレーション手順の中で、
                   測定用マイクは決定的に重要な意味を持つ機器の一つです。

オプティマイザの高機能アルゴリズムにより、高精度の音響測定だけではなく、信頼の高い
スピーカー位置の特定および初期反射音源の検知が可能になります。

４個のマイクは回折を避けるために、真鍮製の細いチューブの上部先端にマウントされています。

４個のマイクは 四面体形状に配置されています、この配置は距離、方位角および仰角を空間分解能
 +/-2°以下の精度で全方位一挙に特定できる理想的な配置です。

それぞれのマイクに対応するケーブルには１から４で識別されるラベルが付いています。

測定には、マイク本体に装着されたLED（写真の赤い部分）が全面正面を向き、サウンドステージ
中央に位置するように向きを合わせます。

マイク個別の補正フィルタにより、マイク特性はフラットな周波数特性が保証されています。
（ +/-0.1dB / 20Hz-24KHz ） 

このマイクは、9V PP3 LR61規格電池を使用しています。マイク正面にあるLED（赤色）には
バッテリーレベル表示の役割もあります。

マイク正面

それぞれのマイクの位置関係

マイク底面図

1

4

2

2

3

1

3
4

電源スイッチ

マイクケーブル接続端子

電池交換用取り付けネジ

ネジ径が合わない場合は
付属のアダプターを使用してください

2
1

3

4
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プリアンプ

ST2 HiFi

パワーアンプ

2.1 標準的な接続

ST2 HiFi はデジタル・アナログの区別なくシームレスにご使用いただくことが可能です
デジタル・アナログ入出力は全て同時に使用が可能です

汎用性の高いアナログ接続

デジタルソース

ST2 HiFi

D/Aコンバーター

デジタル接続

アナログ接続 デジタル接続

デジタル接続

デジタルソース

ST2 HiFi

プリアンプ

ST2 HiFi の
D/Aコンバーター機能を活用

デジタル接続

アナログ接続アナログ接続
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2.2 音源の接続

CD
プレーヤー

13

CDプレーヤーからのデジタル出力を
AES入力に接続します

ST2 HiFiはデジタル/  アナログの区別なくどのようなステレオ音源も接続できプレイを楽しむことができます.
                       上記はCDプレーヤーのデジタル出力（AES）をST2 HiFiに接続する方法の紹介です.
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STEREO POWER
AMPLIFIER

2.3 スピーカーの接続

14

左図は ST2 HiFiの出力端子を示しています
ST2 HiFiにはパワーアンプ機能はありません
アナログ出力端子はプリアンプもしくはインテグレーテッドアンプの入力端子に接続ください
デジタル出力端子はD/Aコンバーターなどのデジタル入力に接続してください

2.3

ステレオシステムのための標準的な接続

アンプ
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2.4 マイクの接続方法

15

1 2 3 4

トリノフ3Dマイクは ST2 HiFiのアナログバランス入力に接続します。

・ マイクをST2 HiFi に接続する前に、必ずマイクのスイッチがオフになっている
     ことを確認してください。

・マイクケーブルは１から４までの数字ラベルで区別されています。ラベルの
     数字と入力端子の位置は下図の通りに接続ください。
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3.1 ST2 HiFiの電源を入れる

重要な注記　パワーアンプの電源はいつでも
最後に入れることをご留意ください。

後面パネルにある主電源をオンにし、次に前面パネルの電源ボタンを押して
ST2 HiFiを起動します。システムの始動にはおよそ45秒かかります。

注記　終了時にシステムは最後に使用された設定を
保存しますので、電源コンセントを切らないように
してください。

ST2 HiFi を終了するには、前面パネルの電源ボタンを一度押します。
およそ10秒で終了します。
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3.2 グラフィックユーザーインタフェース(GUI)へのリモートアクセス

ST2 HiFi には下記に示すいくつかの操作方法
があります

•　VNCによる、ネットワーク接続できるタブレットやPC
　 あるいはスマートフォンによる遠隔操作

•　Telnetコマンドまたは自動化システム（Crestron,Savant...）による操作

•　ST2 HiFiに直接ディスプレイ、マウスとキーボードを接続して操作

ST2 HiFi はイーサネット端子を持ちネットワーク接続が可能です.
またオプションのWiFiアダプターを使用することによりWiFi接続
も可能です。

•　独自のWiFiネットワークを構築するアクセスポイントとして動作

•　ISP BOX またはルーターを介して既存のネットワークに有線接続

•　WiFi クライアントとして既存のワイヤレスネットワークに接続

重要な注記

オプションのWiFiアダプタは、必ず本体のメイン電

源を入れる前にUSBポートに接続してください
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ST2 HiFi をWiFiアクセスポイントとして使う

ST2 HiFi のメイン電源を入れる前に、オプションのWiFiアダプタをUSBポートのひとつに挿してください
ST2 HiFi を起動すると自動的にWiFiアクセスポイントとして動作を開始し、タブレット/スマートフォン/PCの
WiFiネットワークリストに”ST2-xxx”と表示されます。

　　　　　　　　　　　xxxはST2 HiFi 個体に割り当てられているシリアルナンバーです。

ST2 HiFi アクセスポイントを選択したら、接続を確立するのにデフォルトのパスワード ”calibration” 入力が必須となります

3.3

重要な注記

ST2 HiFi アクセスポイントのパスワードは

“calibration” です。
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SEPARATED
NETWORKS

           この図は次のことを示しています：

アクセスポイントとしての ST2 HiFi

 ST2 HiFi のデフォルト設定です

•　ST2 HiFi は独自のWiFiネットワークを構築しています。
　（アクセスポイントモード）　
•　アクセスポイントモードはST2 HiFi のデフォルト設定です
       ST2 HiFi アクセスポイントとホームネットワークとは別々の
　   独立したネットワークです。
•　 従ってST2 HiFiアクセスポイントに接続している機器は
          どれも ISPボックスやWiFiルータを経由したインターネット
       接続ができません。
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3.4 ST2 HiFi を DHCPクライアントとして使う
ST2 HiFi のイーサネットモードの初期設定はDHCPクライアントとしています。

これはほぼ全てのネットワークで自動的に検知されることを意味しています。

この図は以下を示しています:

• 　ST2 HiFi は ISPボックス/WiFiルータに有線接続されています

• 　この同じISPボックス/WiFiルータはホームネットワークの
       アクセスポイントでもあります

• 　操作用の機器（PC、タブレットおよびスマートフォン）は
       WiFi経由でISPボックスに接続されます

• 　操作用の機器はネットワーク上で ST2 HiFi との通信と
      インターネット接続ができます 

・この図はWiFiルータにアクティブDHCPサーバー
    が含まれる場合を示しています。

・この図の接続では、ISPボックスに標準のファイアウォール
　設定があれば、ST2 HiFi のソフトウェア更新時、インター
　ネットを経由してトリノフのサーバーに接続が可能です。

・ST2 HiFi のネットワークのパラメーターはグラフィックユーザー
　インターフェース (GUI) のセッティング/ネットワークページに
　おいて手動で設定することが可能です。

補足
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3.5 タブレット、PCまたはスマートフォンへのリモートアクセス

3.5.1 VNCについて

Windows®:

MAC OS:

iOS/Android:

TightVNC

Chicken of the VNC

Mocha VNC

ST2 HiFi にはVNCサーバーが内蔵されており、ネットワーク上でタブレット、PCあるいはスマートフォンから完全にリモート操作することができます。

VNCはグラフィカル・デスクトップ共有システムのことで、あるPC (サーバー)
と他機器 (クライアント)間でグラフィック画面と操作を双方向に通信しあうシ
ステムです。ST2 HiFi はVNCサーバーを内蔵しており、VNCを使用することで
タブレットやスマートフォン、あるいはPCでST2 HiFiを完全に操作すること
ができます。

VNCクライアントとして使用する機器には、あらかじめ
VNCビューワー（アプリ / ソフト）をインストールしておく
必要があります。

下記にデバイスの種類と対応する VNC ビューワーソフトを示します
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3.5.2 VNC接続

クライアントの中には自動的に利用できるサーバーリストを表示しているものもあります

ST2 HiFi を操作するデバイスにVNCビューアーソフト（アプリ）をインストールしてください。そのデバイスが同じネットワークに接続されていることを確認してください。
VNCビューワーソフトを立ち上げるとサーバーアドレス（アプリによっては、ホストまたはリモートホスト）、ディスプレイポート、パスワードを訊いてきます。

Windows 7の”TightVNC”ログインパネルの画面　　　　　　　　　              Mac OS Xの”Chicken of the VNC”ログインパネルの画面

上の例はMac用のソフト ”Chicken of the VNC” のおける接続画面を示しています。　　　
この場合サーバーアドレス(ホスト) は自動的に書き込まれています

iPhone/iPad 用アプリ “Mocha VNC Lite” の接続画面
利用できるサーバーリストが青色矢印で表示されます。
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サーバーIPアドレス (リモートホスト または ホスト)

ディスプレイポート パスワード

サーバー IP アドレス (ご使用のアプリ/ソフトによっては、”リモートホスト”または “ホスト” と表記されます) は、

ご使用になるVNCビューアーソフト（アプリ）によっては手動で検索する必要があります。

ご使用になる操作端末の OS に合致したサーバーアドレス検索ソフト(アプリ) を利用して

ネットワーク上でST2 HiFi に割り当てられたサーバーIPアドレス ( 192.168. xxx.xxx ) を検索してください。

 　

VNCクライアントにより異なりますが、デフォルトポート
は必ず 5900 あるいは 0 のどちらかにセットします。

パスワードは ST2 HiFi のシリアルナンバーの 6桁 の数字です
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3.6 ST2 HiFi を既存のWiFiネットワークに接続する

3.6.1 導入

アクセスポイントやDHCPクライアントとしてのST2 HiFi とは異なり、WiFiクライアントとしてホームネットワークに装置を接続するに
は何らかの設定が必要となります。ST2 HiFi の操作とあわせて、スマートフォンやタブレットからインターネットにアクセスすることも
できる適応性のあるネットワーク設定です。

この図は以下を示しています:

•　ST2 HiFi は、無線でホームWiFiにつながるPC、スマートフォン
　 やタブレットと同じホームネットワークに属します。

•　ホームネットワークのWiFiアクセスポイントはISPボックスでもあります。    
　 ST2 HiFi の操作をする端末はどれもインターネットに接続できます。

 Settings > Network > WiFi Setup のページでは３つのWiFiモードを選択することができます

•　OFF  :  ST2 HiFiのWiFiモジュールを切断します。
•　FULL（デフォルト設定）: ST2 HiFiをアクセスポイントとクライアントの両方に設定可能です。
•　CLIENT :  ST2 HiFi をWiFiクライアントとしてのみ動作させます。
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3.6.2 クライアント設定

1.　「 Top 」> 「Settings」 > 「 Network 」の ページに入りWiFi 設定のページを開きます。
        ページ中の Setup... ボタンをクリックします。

2.　使用する WiFi モードを選択します。(FULLがデフォルト設定ですが、WiFiクラ 
        イアントが設定されるまでは、アクセスポイントとしてのみの働きとなります)

3.　FULLまたはCLIENTモードのどちらを選択しても、コネクトボタンを押すと利用できる
        WiFiアクセスポイントが表示されます。

4.　ネットワークがパスワードで保護されている場合、暗号化欄に鍵マークの  
        アイコンが表示されます。

5.　信号欄にはWiFi信号アイコンが表示され、WiFi信号の強度を示します。

6.     パスワードが設定されたアクセスポイントを選択する場合、パスワードを訊いてきます

あらかじめ、操作端末を「アクセスポイントモード」で ST2 HiFi に接続し、
ビューアーソフトを使用して、ST2 HiFi の操作画面を表示しておきます。
(p.20, 3.3 参照 )
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4.1 概要

ホームページ（上の画面）で”SETTINGS” ボタンを押して、ST2 HiFi の 高度なセッティングページを開いてください

「 HOME」 > 「 SETTINGS 」
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1

2

3

4

5

6

7

2

4

5

6

7

8

1

3

8
PRESETS : プリセット
設定を保存、修正する

OPTIMIZER : オプティマイザー
オプティマイザー測定モードに入る

CLOCK : クロック
ST2 HiFiのクロックモードを設定

NETWORK : ネットワーク
ST2 HiFi が接続するネットワーク設定

INPUTS : インプット
各入力端子の設定と管理

POWER-ON DEFAULT : パワーオン・デフォルト
起動時の標準状態を設定

ADVANCED SETTINGS : アドバンスド・セッティング
高度設定メニュー　 = ST2 HiFi の核心部分です
    スピーカー / ルーム最適化機能

Back :  バック
ホーム画面に戻る

「 HOME」 > 「 SETTINGS 」
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4.2 オーディオクロックを設定する

Status  information の欄には現在検知しているサンプルレートが表示されます。
これには ST2 HiFi が正しく同期しているかどうかを表示する目的もあります。

Clock mode (クロックモード）には、スレーブ (Slave) とマスター(Master)のふたつのタイプがあります

•　スレーブ (Slave) モードでは ST2 HiFi は、デジタルトランスポートなどからのデジタル信号
      のクロック周波数に同期します。クロック信号の選択は Clock Source のフレームで行われます。

•　マスターモードでは、ST2 HiFi 自体の内部クロックを使います。これはアナログ入力信号の場合
      のデフォルトモードとなっています。

Clock mode と Clock Source の欄には、プリセットの中にパラメータを保存するための
Stored in Preset ボタンがあります。これをクリック(ブルーに点灯) することにより、
Clock mode と Clock Source の設定をプリセット中に個別に保存することが可能になります。

・ 設定をプリセット中に保存し有効にするために、必ずプリセットモードで「SAVE」をしてください。
(p. 35 , 4.4 参照)

Audio Buffer Size の欄では、使用するバッファの容量が選択できます。バッファ容量を大きくすると、
シグナル・フロー（コンテンツ）の不規則な受信が原因で起きる同期外れを防ぐことができますが、反面
処理時間の遅延はより長くなります。

CPU Load の欄ではプロセッサ使用の評価がわかります。”CPU load OK” のメッセージでない時は、同期外れ
の危険性がありますので、 Audio Buffer Size の欄（上記説明をご覧下さい）で大きめのバッファ容量を選択
してください。

「 HOME」 > 「 SETTINGS 」 > 「 CLOCK 」
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4.3 入力端子の設定

A B

A

画面の右側に各インプットの詳細パラメータが表示されますB

画面左側の縦並びのタブで各インプットを選択

使用していない入力端子は Enabled  ボタンを消灯させることにより
Home 画面に表示させないことができます。

• 　黒ボタン (消灯)：入力端子は Home 画面に表示されません
• 　青ボタン (ブルー点灯) ：入力端子は Home 画面に表示されます

INPUTS の入力端子設定メニューでは、ST2 HiFi のホーム画面で利用できる
最大６個 の入力設定を管理できます

「 HOME」 > 「 SETTINGS 」 > 「 INPUTS 」
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各インプットごとに以下の定義付けを行うことができます:

• 　Edit name : インプットの名称を設定

  - Edit name ボタンを押すとバーチャルキーボード画面が開きます。
  - キーボードで入力後、キーボード右下にある  Enter ボタンを押すと元画面に戻ります。

• 　Input Connectors : 各インプットで使用する入力端子を変更する場合に使用します

  - ドロップダウンメニューを開き、所望の入力端子を選択してください。  
     
•　 Clock : クロックの設定
  
  - 特定のインプットに固有のクロック設定を行う場合、ドロップダウンメニューを開き所望のクロックを設定します。
  - クロック設定を行わない場合は、Default に設定してください。

• 　Optimizer Preset : 特定のインプットに固有のプリセットを割り当てる場合、ドロップダウンメニューを開き所望のプリセットを設置します。

• 　FIR EQ : FIR イコライザーの設定 （ FIR EQ はAdvanced Settings の中で設定するものですが、普段はあまり使用いたしません。）

   - 現行のイコライザ設定を変更しない場合 No Change を選択
  - FIR EQ を使用しない場合 None を選択
  -プリセットに保存された FIR EQ を使う場合 As in preset を選択

• 　User EQ : User イコライザーの設定 (p.38 4.7 参照) 

  - 現行のイコライザ設定を変更しない場合 No Change を選択
  - User EQ を使用しない場合None を選択。
  - 入力端子に設定されたプリセットに保存された User EQ を使う場合 As in preset を選択

 
・   Input Levels Sensitivity : 入力感度の設定。 全てのインプットがほぼ同じレベルの出力となるように設定します。

・   Output Level : 出力レベルの設定。 通常は Unchangedに設定(ボタンが青色に点灯)しておいてください。

注記
一つのインプットに対して好みの設定を複数作り、インプットセレクタで直接呼び出すという使い方も可能です。
最大で６個設定できるインプット設定はどれでも好きな入力端子を選択することができますので、複数のインプット設定で
同一の入力端子を設定して切り替えることにより行います。

インプット設定で定義されたクロック設定は、プリセット中に記憶されているクロック設定より優先されます。
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4.4 プリセット管理
インプット設定と電源オンのデフォルト設定を除いて、全てのパラメータはプリセットに保存
されます。ST2 HiFi はユーザープリセットを最大29個まで保存できます。

プリセットリストは Home 画面から見ることができます。
Home 画面の PRESETS メニューはプリセットの選択にだけ使用されます。Home 画面の PRESETS 
メニューには、設定されていないプリセットは現れません。
プリセットの設定は SETTINGS 画面の PRESETS メニューでの操作となります。

重要な注記
どんなパラメータも常にプリセットに保存しておかないと、変更の際失います。
プリセットの保存、上書きおよび消去は確認を必要としませんので、注意して
操作下さい。

  「PRESETS 」 > 」 SGNITTES 「 > 」EMOH 「
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4.5

プリセットがロックされていると、上書きはできません。
注記

プリセットページには４つの縦並びのタブがあります。

•　Presets 1-9 : ユーザープリセット 1-9 と、初期設定の Builtin preset を含みます。
•　Presets 10 -19 : ユーザープリセット 10-19 を含みます。
•　Presets 20 - 29 : ユーザープリセット 20-29 を含みます。
•　Preset Info  : 現在のプリセット情報を示します。

それぞれの Presets タブには以下のアイテムが含まれます。

•　Preset name (プリセットネーム) ：プリセット名の入力あるいは変更の際に使用します

•　プリセットナンバーが割り当てられた 10個 のスロット

使用されていない空きスロットはグレーに表示され、スロット番号の後ろに (empty ) と表示されます。
選択されているスロットはブルーに表示されます。

•　CLEAR ボタンはスロットに保存されている設定を消去します。
      この機能を使ってプリセットのパラメータを消去するとやり直しができません。
•　SAVEボタンを押すと該当スロットに設定パラメータが保存されます。
•　LOCKボタンを押すと、CLEAR ボタンとSAVEボタンを無効にし、プリセットの設定を保護します。

異なるメモリスロットに設定をコピーをする場合の手順は次の通りです：

1.　コピーしたいプリセットを呼び出します
2.　空いているプリセットのSAVEボタンをクリックすると設定がコピー保存されます。

OPTIMIZER 設定について：(p.43 第５章参照)
OPTIMIZER 設定の手順をおこなう場合、常に５つの連続したプリセットを使用します。
従ってOPTIMIZER設定を通じて新しいキャリブレーションを始める前にプリセットを動かす必要が
生じることがあります。

注記
各インプットに特定のプリセットをリンクさせることができます。(P.33  4.3)
プリセットはUSBでバックアップおよび復元できます。(p.37 4.6)

POWER-ON DEFAULT メニューでは、起動時のインプット設定とプリセットを選択することができます。

1.　Power-on Optimizer Preset の枠のプリセットを < > の矢印ボタンで変更します。

2.　Power-on Source 欄から起動時に使用するインプット名をクリックして選びます。 選択したインプット名が
　   ブルーで表示されます。
        Use Last Selected を選択するとST2 HiFi が最後に電源オフになった時の設定で起動します

3.　設定変更が完了したら、Back ボタンをクリックしてください。

起動時の設定
「 HOME」 > 「 SETTINGS 」 > 「 POWER-ON DEFAULT 」
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4.6 USBによるバックアップ、復元

プリセットの保存・読込をUSBメモリーで行う

USBメモリーを使用することにより以下の操作ができます。

・　プリセットの読込みや保存をする

・　入力設定をの読込みや保存をする

・　XMLパラメータを保存・読込する
　　（このパラメータはインストーラが使用するものです）

・　マイクロフォンのキャリブレーションファイルを保存・読込みする

・　USBメモリーに各プリセットのPDFレポートを作成・保存する。
         このレポートには測定結果と補正の集計値が含まれます。

・　USBメモリーにバグレポートを保存する：予期せぬ間違いが生じると、システムは被害を防ぐため停止し、
         バグレポートが作成されます。ST2 HiFi を再起動した後にUSBメモリーにバグレポートを保存すること
         ができます。

・　スクリーンショットをUSBメモリーに保存する：キーボード上の “Print screen” キーでST2 HiFiの
         GUI 画面を撮ることができます。このスクリーンショット画面はUSBインターフェイスを通して複
         写することができます。

重要な注記

お手持ちのUSBメモリーのデータ整合性を確かにするために、Close ボタンを押して
ホーム画面が表示されるまでUSBメモリーを抜かないでください。

USBメモリーからのプリセット再読込には十分ご注意ください：
バックアッププリセットとして同じメモリスロットにST2 HiFiに保存されたプリセットは
警告なしで上書きされます。保存しておきたいプリセットには誤操作を防ぐロックが
されていることをご確認ください。

USBメモリーをST2 HiFi のリアパネルにあるUSBポートに接続するとメニュが自動的にポップアップされます

作業終了したら Close ボタンを押してUSBメモリを引き抜いてください
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4.7 チャンネルセッティング

INPUTS (入力)

OUTPUTS (出力)

各チャンネル毎にテスト信号（ピンクノイズ）を出力可能です。
テスト信号によって接続が正しく行われているかを確認します。

各チャンネル毎にグラフックイコライザー (USER EQ) を使用可能です。
イコライザー設定は簡単に保存。読み込みができ、編集や削除も可能です。

グラフィックイコライザーを操作するには、
USER EQ: バーの「EDIT」を押します。

グラフィックイコライザ画面が開きます。

２チャンネル以上の設定プリセットを持つ場合は左右の矢印をクリックすることにより
表示させることができます。

CHANNELS（チャンネル）メニューは Home 画面中の CHANNELS ボタンをクリックすることによりアクセスします

「 HOME」 > 「 CHANNELS 」 
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マスターゲインスライダー

デシベルスケール

周波数スライダー

ゲイン値直接入力

中心周波数

スクロールバー

イコライザおよび
チャンネル名

チ

設定をゼロにリセット

イコライザをバイパスさせるャンネル変更ボタン

チャンネルリンク　Subのリンク有無

User EQ バーの Edit ボタンを押すと、User EQ 設定の新しいウィンドウが開きます。

これは標準の31バンドグラフィックイコライザです。各チャンネルとも Link ボタンをブルーにする
ことで、L ch と R ch で同時に設定されます。
各周波数のスライダーでゲインを+-12dB以内で上下できます。設定ゲイン値は該当スライダーの下
の小さなブルーの枠線に表示されます。選択されている周波数が赤色で反転表示されます。
ブルーの枠線で囲まれたゲイン枠内をクリックし、直接キーボードでゲイン値を入力することもでき
ます。現行チャンネルのマスターレベルゲインも一番左側のスライダーで設定できます。 
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イコライザの設定を保存には２つの選択肢があります

•　既に保存されているユーザーEQ設定に上書きする：　：

　 SAVE ボタンを押して、上書きするEQ設定の名称をクリックして下さい。

 •　新しいユーザーEQ設定を新たに作成し保存する：

SAVE ボタンを押して、メニューの中の Create New を押すと、バーチャル・キーボードが表示され、

新たなEQ設定の名称をつけることができます。設定終了後バーチャルキーボード上の Enter を押します。

キャンセルする場合は Esc を押してください。

LOAD : イコライザ設定を呼び出す
イコライザの起動は LOAD ボタンを押し、お望みのイコライザ名を
クリックします。ユーザーEQを無効にしたい場合は [NONE] を選択
してください。ユーザーEQの設定が無い場合や、[NONE] に設定さ
れている場合は、名称が表示されるフィールドが空白になります。

SAVE : 保存ボタン

EDIT : イコライザを編集する

今あるイコライザを編集するには、最初にそのEQ設定を起動し(LOAD)、
EDIT ボタンを押して下さい。最初にEQ設定を選択せずに EDIT をクリ
ックすると、新しいイコライザ設定が作成されます。 

DELETE : イコライザ設定の削除
EQ設定を削除するには、LOAD ボタンで削除するイコライザ設定を起動し、
DELETE をクリックします。いったん削除してしまったEQ設定は復活させるこ
とができませんので、削除の前に確認を訊いてきます。

Crate new : 新しいユーザーEQ入力を作る。(SAVE ボタンを押すと現れる)

OVERWRITE : 現行のイコライザに上書きする。(SAVE ボタンを押すと現れる)
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各出力チャンネルで以下のことができます。

1

2

3

4

MUTE :  ミュート (消音)

POLARITY : 極性
（極性はトリガー点灯しているときに反転します）

LEVEL TRIM : レベルを+/-0.5dBステップで調整します。

DELAY : 遅延時間を +/-0.5ミリ秒毎に調整します。マイナス
の遅延を入力することはできません。
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「 HOME」 > 「 SETTINGS 」 > 「OPTIMAIZER 」





オプティマイザ概要説明

プリセット選択
  と出力接続 マイク設定 マイク電源オン キャリブレーション

      レベル調整

   クロスオーバー
キャリブレーション

　ベース
マネジメント

　  　メイン
キャリブレーション マイク電源オフ フィルタ計算      ST2 HIFIを

お楽しみ下さい

ST2 HiFi ではオプティマイザ・キャリブレーション作業の間、各ステップごとに操作内容を示したガイドが用意されています。
ガイドに従って操作するだけで、トリノフの最先端オプティマイザ技術による、スピーカーと部屋を合わせた補正(キャリブレーション)が適えられます。

5.1

キャリブレーションの手順
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プリセット選択と出力接続
プリセット選択と出力接続

手順の第１段階では２つの選択をします

はじめにキャリブレーションにより作成されるフィルタを保存するためのプリセットの範囲
を選びます。１回のキャリブレーション作業に対して、ST2 HiFi は自動的に５つのプリセット
を作成しますので、５つのプリセットからなるスロットが必要です。

重要な注記
既に使用されているプリセットを選んだ場合、Next step をクリックして手順を
先に進めると既存の設定が消去されてしまいます。一度設定が消去されると復元
はできませんので、保存しておくべきプリセット設定はUSBメモリーに保存して
ください。

スピーカー設定を選択します

標準的なステレオ設定です。L/R ふたつのメインスピーカーで構成されるシステムで
使用する場合

ST2 HiFi に内蔵されているチャンネルクロスオーバー機能を使用する場合など、L/R
ともに各２系統の出力をさせる場合

L / R 両方のメインスピーカーの低域をミックスしてサブウーファー出力を取り出す場合

2.1と同じですが、ミックスしたサブウーファー信号を２つの出力から取り出す場合

L/R 両方のメインスピーカーの低域を L/R 独立してサブウーファー出力として取りだす場合

上記各設定の接続図は、Output connection の欄に表示されます：
その指示に従い、バランスあるいはシングルエンド出力ケーブルを使って、
ご使用のアンプと ST2 HiFi を接続してください。

プリセットを区別するための名前をつけてください

設定が完了したら、Next Step をクリックして下さい。
Next Step をクリックして先に進むと、ST2 HiFi は新たなプリセットを作成する準備をはじめるために
既存のプリセットは削除されます。
このプリセットスロットを使用していいかどうかチェック必要性を感じた時は、この段階で Back を
クリックしてやりなおしてください。

5.2

ドロップダウンメニューから使用するプリセットを選択する
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各スピーカー設定において使用する出力端子は下表のとおりです

設定名                                  　　　　                  アナログバランス出力                                       アナログシングルエンド出力

2.0 Mono-amp

2.0 Active Bi-amp

2.1 Bass management

2.2 Mono Base management
2.2 Stereo Base management 
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マイク設定

１．マイクロフォンはマイクスタンドもしくはカメラ用の三脚などを使用して動かないように設置します

２．赤色LEDがマイクの正面を表しています。LEDがサウンドステージの正面を指す様に向きを合わせます。

         ・リスニングポイントから見てスピーカーが左右対称に設置されている場合は、左右スピーカー間の中心になりますが、
         ・スピーカーがリスニングポイントから見て左右対称でない場合には、リスニングポイントから見た真正面を狙ってください。

３．下記の図のように、マイク先端の高さをリスニングポイントの耳の高さに合わせてマイクを設置します。
          
         ・マイクロフォンは床面に対して垂直に設置されていることを確認ください。

         ・スピーカーとマイクロフォンの間には何の障害物も無いことを確認ください

         ・マイクロフォンの近傍に強い反射面のある物（革張りのソファ、ガラス製のテーブル、後壁など）が無いことを確認ください。
　　　あれば厚い毛布などで覆い、反射の影響をできるだけ避けるように工夫してください。

キャリブレーション手順の中でもっとも重要なステップは測定です。正確な測定のためには、マイクロフォンの正確な設置が必須です。

前面にあるLEDがリスニングポイントから見た正面を指します

ご自分の耳を高さの目安として、その位置
を視聴ポイントとしてマイクを設置します。

5.3
2 マイクロフォンのセットアップ
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このステップの中で、ドロップダウンメニューから手元のマイクロフォンのモデル番号（シリアルナンバー）
を選択します。モデル番号はマイクロフォン本体に記載されています。お手元のマイクロフォンがリス
トの中に見当たらない場合は、お求めになった販売店または輸入元までご連絡ください。

Microphone installation の欄には、正確な測定のためのマイクロフォン設置の方法が図示されています。

また、マイクロフォンと ST2 HiFi の接続方法が示されています。マイクロフォンのXLR端子は
本体のXLR入力端子に接続します。

     ・ソース機器からの接続がXLR端子を使用している場合は、その接続ケーブルを抜いてマイクロ
         フォンケーブルに繋ぎかえます。

     ・XLR 端子と接続するマイクロフォン端子は右図の通りに接続してください。

 背面側から見て、左側から順番に １・２・３・４の順に接続します

マイク設定が終了したら Next step を押します。Previous Step を押すとひとつ前のステップに
戻ります。

マイクロフォン前面の赤色のLEDは電源オンの時は点灯します。
電源を入れて Next Step を押し、次のステップに進んでください。
Back ボタンにより前のステップに戻ったり手順を終了す場合には、マイクロフォンのスイッチを
必ずオフにしてください。

マイクロフォンのタイプによって電源スイッチの場所が異なります。
マイクロフォンの底面のプッシュスイッチにより電源オン=オフするタイプもあります。

電源スイッチをオンにしてもLEDが点灯しない場合は電池を交換してください。

マイクの電源を入れる3

49



キャリブレーションレベル調整

レベル調整のための手順説明

このステップでは、スピーカーの出力をキャリブレーションに必要な出力レベルに調整します。
過剰な出力を避けるため、初期状態での出力レベルは自動的に -40 dBに設定されています。

Calibration level adjustment の欄にある Start をクリックするとピンクノイズ（テスト信号）
が出力されます。全てが適正に設定されていれば、Micro と Out  のレベルメーターが動作し
マイクロフォンの受信レベルと出力レベルが表示されます。

Micro level の欄には、サウンドレベルメーターと同様に、マイクロフォンの受信レベルを表示します。

Micro level に表示されるマイクロフォンレベルが 73dBC 程度となるように、Master level を調整して
ください。 《 + 》《 － 》ボタンをクリックすることでレベル調整を行います。

Calibration level adjustment の枠では、Start ボタンがピンクノイズの出力と停止に使用されます。
Auto ボタンをクリックすると自動的に５秒毎に次のスピーカーに切替わります。

２列目の矢印（＜＞）でスピーカーを手動切替えで行うことができます。

最終列にあるボタン（＜＞）は Active Bi-amp 設定でのみ使用されるもので、低/高域出力を
両方同時あるいは独立して調べることができます。

1.　Start を押し、テスト信号 (ピンクノイズ) を出力します。
2.　Out のレベルメーターが振れてテスト信号が出力されていることを確認します。
3.　Micro のレベルメーターを見て、マイクが信号を受信していることを確認します。レベルメーターが振れていない場合は
        マイクが正しく接続されているか、またマイクにスイッチが入っているか確認してください。
4.   プラス(+)とマイナス(-)ボタンで  Micro level  の表示が緑色になるまで、Master Level を調整します。
        Micro level が青表示ならばレベルが低すぎます；プラス(+)ボタンで上げます。赤表示ならばレベルが高すぎます。
        マイナス(-)ボタンでレベルが緑表示になるまで下げます。

5.　Calibration level adjustment の欄で ＞ ボタンをクリックして、すべてのスピーカーに操作を繰り返します。
        全てのスピーカーについてレベル調整を終えたら Next Step を押して次の手順に進みます。

注記　　　　　
サブウーファについては、あらかじめ
サブウーファー側でメインスピーカー
レベルに同調するように調整してください

5.4
キャリブレーションレベル調整4
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各スピーカー設定に応じて次のステップに進んでください
・ 2.0 Mono-amp:   → 56 ページ
・ 2.0 Active Bi-amp:  → 51 ページ
・ 2.1 Bass mgmt / 2.2 Mono B-mgmt / 2.2 Stereo B-mgmt： → 55 ページ



クロスオーバー・キャリブレーションは 2.0 Active Bi-amp 設定の場合にのみおこないます。

2.0 Active Bi-amp 設定の場合キャリブレーションは２段階の手続きとなります。

(第一段階)　半自動クロスオーバー・キャリブレーション

(第二段階)　メインキャリブレーション

アクティブ・クロスオーバーは次のとおり設定します。

1.　フィルタタイプとクロスオーバー周波数は手動で設定します。

2.　各ドライバーのレベルと遅延および極性は各スピーカーのキャリブレーション時に
        ST2 HiFi が計算して自動的に設定されます。

Cross-overs Calibration のセクションにある Settings 
ボタンをクリックし、クロスオーバー設定とキャリブ
レーションのページを表示します。

クロスオーバー・キャリブレーション5.5
半自動 クロスオーバー・キャリブレーション4-A
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クロスオーバー設定とキャリブレーション

初期状態では L/R はリンクしており、あらゆる設定は L/R ch 両方に適用されます。
（リンクされていると Link ボタンは青色で表示されます）

適正なフィルタを決定するためにスピーカー製造者が開示しているスペックシートをご参照ください。

設定項目は次の通りです

•　クロスオーバー周波数（デフォルト設定は2,000 Hz）

             ・低域については Low-pass (ローパス) フィルター
　　    ・高域については High-pass (ハイパス) フィルター

•　フィルタタイプ（デフォルトは 4th Linkwitz-Riley (４次リンキッツ・ライリー))

              ・フィルタタイプは次の中から選択可能です　　
　
　　•　２次および４次　リンキッツ・ライリーフィルタ (表記： L-R  )　　
　　•　２次、３次および４次　ベッセルフィルタ (表記： Bsl )　　
　　•　２次、３次および４次　バターワースフィルタ (表記 ：Bwth )

•　ハイパスおよびローパスのどちらか、ないしは両方のフィルタタイプを ＜ ＞ボタンで選択します。

•　各フィルタのカットオフ周波数はスクロールバーをスライドするか、矢印をクリックして設定します。

Constant-directivity horn EQ （CD Horn EQ) という名称の２つの追加フィルタもあわせて利用することができます。

CD Horn EQ は、6dB/oct と3dB/oct の２タイプがあります。

このフィルタは、定指向性ホーン (CDホーン)を使用しているスピーカーの高域特性帯域を増強する目的で使
用されます。定指向性ホーンには最適リスニングポイントで高域特性が減衰する傾向があります。お使いの
ホーンにもよりますが、約3KHz上の帯域を 3dB/oct から 6dB/oct 増強させるべきと言われています。

パラメータを何かしら変更すると Apply ボタンは青色に表示されます。この状態で Apply ボタンをクリックするこ
とにより設定が読み込まれフィルタが出力に適用されます。変更を取りやめる場合は、Cancel ボタンをクリックし
ます。
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Left (左)と Right (右) スピーカーのクロスオーバー・セッティングが横並びタブで表示されます。



「定指向性ホーン」イコライザフィルタ

クロスオーバーフィルタ表示

緑の曲線はローパスフィルタ応答の理論値を表しています
赤の曲線はハイパスフィルタ応答の理論値を表しています
青の曲線はスピーカー全体の計算上の応答値を表しています

注記
マルチウェイスピーカーのキャリブレーションには
通常より大きい出力レベルを必要とします。
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・ クロスオーバーキャリブレーションは、各チャンネル (L/R) ごとに行います。
      上段のタブでどちらのスピーカーが選択されているか確認してください

・キャリブレーションを実行する前に、Link ボタンを黒色にして L/R のリンクを解除してください。

 - LInk ボタンを黒色にして、リンクを解除する
 - Apply ボタンを押して変更を適用させる
 - 上記作業を必ず両方のチャンネル(L/R)共に行なってください

・Calibrate speaker ボタンを押すとキャリブレーションが始まります。
 - キャリブレーションの結果、各スピーカードライバーのレベルと極性および遅延時間が
    自動設定されます。

・上段のタブでもう片側のチャンネルを選択し同様にキャリブレーションを実行します。

・キャリブレーションの結果、次ページで示すグラフィック表示が利用できます。

クロスオーバーキャリブレーションを実行する



キャリブレーション後のクロスオーバー・インパルス応答 キャリブレーション後の振幅応答（能力および正面）

Resp. (Impulse response) のグラフは各ドライバーのインパルス応答測定値を示し、
各ドライバーが正しく同期しているかどうかを確認することができます。

Power & direct のグラフはスピーカーの全体周波数特性を示しています。

・ドライバーの組合せとクロスオーバー周波数が適切かどうかを判断する手助けとなります。
各ドライバーのレベル、遅延、極性をモディファイした効果を周波数特性上で観察できます。

・２つの曲線が表示されます。
 - ブルーグリーンの曲線はスピーカー全体のエネルギー特性を示し、
 - ピンクの曲線はスピーカーからの直接音と初期反射を合わせた周波数特性を示します。

・ 両方の曲線を比較することにより、クロスオーバー周波数付近のエネルギー特性が適切かどうかを
判断します。両方の曲線の類似性が高いほど指向特性などに問題がないことを示しています。　

・invert pola (polarity) ボタンを押すことにより、ドライバーの極性を反転させた場合の周波数特性を
シミュレーションすることが可能です。極性反転させた場合の方が周波数特性的に好ましい場合もあります。
極性を手動で変更させる場合は、設定後に必ず Apply ボタンを押して変更を確定してください。

・ L / R 両チャンネルについてキャリブレーションを終えたら、Next Step を押してメインキャリブレーション
に進みます。　54

Resp.

Filters

Power
& direct

Power
& direct

Filters

Resp.

→ 56 ページに進んでください



重要な注記

Base management crossover frequency 欄にサブウーファー出力に送信される
カットオフ周波数を設定します。

-10/+10 と -1/+1 ボタンでクロスオーバー周波数を10デシベル毎と1デシベル毎
に増減します。

カットオフ周波数を設定後、メインキャリブレーションを行います。 

 → 56ページに進んでください。

ベースマネージメントはキャリブレーション中には計算には
入っていません。従って、何時でも変更が可能です。

ベースマネージメント設定4-B
ベースマネージメント設定は下記の設定においておこないます
2.1 Bass management 
2.2 Mono Bass management
2.2 Stereo Bass management
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クロスオーバー・キャリブレーションを実行後のメインキャリブレーション画面
Main Calibration 欄の Calibrate ボタンを押すとスピーカーキャリブレーションを開始します。

ベースマネージメント設定をおこなった場合は、同画面中の Main Calibration 欄の
Calibrate ボタンを押すとスピーカーキャリブレーションを開始します。

メインキャリブレーション5
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スピーカー・キャリブレーション5.6



スピーカー設定が 2.0 Mono-amp の場合のメインキャリブレーション画面。
Main Calibration 枠の中の Calibrate ボタンを押すとスピーカーキャリブレーションを開始します。

Calibrate ボタンをクリックすると、各スピーカーのキャリブレーションを開始します。

各スピーカーごとに１秒程度のピンクノイズが３回放射されます。キャリブレーションが
問題なく行われると自動的に次のスピーカーのキャリブレーションを開始します

キャリブレーション中に何らかのエラーが発生するとピンクノイズを放射する回数が増
えることがあります

Status のラベル中にキャリブレーションされたスピーカーに関する情報が表示されます

Micro 枠にはキャリブレーションの間、マイク入力のレベルが表示されます。

何らかのエラーが発生すると、警告のメッセージが Status のラベルの下にオレンジ色で
表示されます。

警告のメッセージは：

Crest factor too low for capsules  (レベルが低すぎます）

マイクロフォンの電源がオンになっていること、出力レベルがキャリブレーションの必須要件を
満たしていることをチェックしてください。
マイクロフォンの保護カバーが外されていることを確認してください。

Unable to determine position (位置決定できません)
Unstable position (位置が不安定です）

スピーカーとマイク間に立ちはだかるものはないことをチェックしてください。十分でない
場合は、もっと高いレベルでキャリブレーションするか、マイクの位置を数センチずらして
みてください。
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5つのプリセットにより広範なサウンドタイプを網羅することができるように設定されています。それぞれのプリセットタイプに関する短い説明があります。

中立的

NEUTRAL

精密派

PRECISION

モニター志向

MONITOR

マイクの電源をオフにすると、マイク前面のライトが消えます。
Next Step ボタンを押して先に進みます。

ST2 HiFiは補正値を計算し、5個セットのフィルタ/プリセットを作成します。コンピュータが計算を終えるには2分～5分かかります。プログレスバーが終了までの残り時間を表示します。

自然派

NATURAL

寛ぎ型
普段はリアルなサウンドを追求して
いるが、時にはリラックスして音楽
に浸りたい。そんな時のための少し
優しいサウンド

愛用しているスピーカーの音が気に
入っており、位相や反射音などを正
しく整えたいが、スピーカーの音調
は変えたくない方のために。

デフォルトの設定。
低域から高域まで平坦な周波数特性

より分析的に楽しみたい方向け。
位相特性を最大限フォローし、
より視覚的なサウンドステージ

最大限フラットな周波数特性に補正
し録音現場のサウンドを最大限再現
させる

コンピュータの計算が完了したら、システムは自動的に最終段階に進みます。

自動プリセット5.7
マイクの電源をオフにする6

フィルタ計算7

COMFORT
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手順の完成です。Enjoy your ST-2 HiFi ボタンをクリックしてください。前ページに説明されている5つのプリセットを比較できます。

システムは安全性を守るため MUTE になっています。MUTE を解除するには、Home 画面の 赤い MUTE ボタンをクリックしてください。

プリセットはホーム画面で Presets ボタンを経由して直接利用できます。

Channels のページ経由でユーザーEQに入り（p.38 4.7章参照）周波数特性を微調整することができます。

ST2 HiFi を楽しみましょう8
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ST-2 Hi Fi
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「 HOME」 > 「 SETTINGS 」 > 「ADVANCED SETTINGS 」



設定

オプティマイザ設定 オプティマイザ・グラフ プロセッサー 手動設定

RUNTIME (実行時間)
自動補正機能の on / off 

SETTINGS (設定) 

POSITION (スピーカー位置) 

オプティマイザーのパラメーター設定

測定されたスピーカー位置をチェックする

CALIBRATION (キャリブレーション)
キャリブレーションを管理、実行する 

GRAPHS (グラフ)
測定データーと最適化データーをグラフで
視覚的に確認する

・周波数特性
・直接音周波数特性
・位相
・インパルス応答

・出力ゲイン
・Fir EQ / EQ
・Solo / Mutes

・群遅延特性

METERS (メーター)
入力・出力レベル
をレベルメーターで
チェックする

MASTER (マスター)
マスターレベル表示と
マスター遅延時間を
手動設定する

INPUTS (入力)
・入力ゲイン
・EQ
・ノイズ・ジェネレータ
・Solo / Mutes

OUTPUTS (出力)

OUTPUT DELAY
(出力遅延)
個別の出力遅延時間
を手動設定する

SOURCES (音源)
信号フォーマットを
設定する

SPEAKERS
(スピーカー)

ACTIVE XOVER

スピーカーのチャン
ネル数を設定する

(アクティブ・
クロスオーバー)

アクティブ・クロス
オーバーを設定する

SOURCE ROUTING
(音源経路)
入力端子の設定をする

SPEAKER ROUTING
(スピーカー経路)
出力端子を設定する

SYSTEM STATUS 
(システム状況)
システム状況確認

性能に関してどれ位掘り下げたいかにもよりますが、オプティマイザはわかりやすく使い勝手のよい自動補正シ
ステムであり、驚くほど適応性の高い強力なツールです。数々のフィルタパラメータオプション、目標曲線と手
動イコライザ、これらはすべて臨機応変にコンピュータで再計算される仕組みになっています。

繰返し方式の手順に従えば、オプティマイザは短時間で想像を超える結果を成し遂げてくれますが
これにはオーディオおよび音響の基本原理を良く理解していることが求められます。
そしてさらに問題点を明確に特定し、問題解決につながる方法を導入することができる十分な経験が要求されます。
この作業は、経験豊富な認定インストーラまたは輸入元による手助けをお受けいただくことがよいかもしれません。

ST2 HiFi は自動的に作成されたプリセットの調整機能を備えたマルチツールです。さらなるファインチューニング
に向けて、調整したいプリセットを読込み、繰り返し手順（6.3参照）に従ってチューニングを試みてください。

トリノフ認定インストーラー6.1

GUIメニューのツリー構造6.2
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Optimizer Settings Optimizer Graphs Processor Setup

「 HOME」 > 「 SETTINGS 」 > 「ADVANCED SETTINGS 」
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Adjust
acoustic
parameters

オプティマイザ機能を効果的に使用した上で、ご使用環境においてもサウンドの嗜好についても
最善の成果に効率的に到達するための方法はいつも同じです。

　　１．オプティマイザ・グラフと試聴体験との相関関係を確立する
　　２．そのうえで音響パラメータを調整する
　　３．フィルタをコンピュータで再計算させる

主要で最も効率的な以下のパラメータは 「 HOME」 > 「 SETTINGS 」 > 「ADVANCED SETTINGS 」 内で設定します：

•　オプティマイザ・モード 　　•　最大ブースト •目標曲線 　　•　リミッター曲線

繰り返し計算法6.3



 Advanced settings メニューには SETTINGS ページの ADVANCED SETTINGS から入ります。 Run time メニューでは、オプティマイザ機能の on/ off を切替えます

•　Acoustics correction　周波数特性と位相特性の補正

•　Level Alignment　　    スピーカーのレベル調整

•　Delay Alignment　　   スピーカーの遅延時間調整

Optimization Off ボタンでは、オプティマイザ効果を比較試聴するため、全ての補正を無効にすることが
できます。画面の右上部にある Bypass ボタンもまた、全ての補正の on/off 切り替えに使用します。
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「 HOME」 > 「 SETTINGS 」 > 「ADVANCED SETTINGS 」



オプティマイザ・グラフ

オプティマイザ・グラフにはディスプレイ①と設定 (Config)② のエリアがあります

オプティマイザ・グラフを読取り、正しく解釈するには
音響に関する知識が要求されます。

ディスプレイ部は次の要素で構成されます

•　タブおよびサブタブ
•　グラフ
•　フレーム（枠）

設定 (Config) エリアは2つのタブに分割されます

•　Display　どれをグラフとして表示するかを決定し、表示を調整することができます

•　Settings　どの情報をグラフ/フレーム/タブ/サブタブに表示させるかを選択します 

Zoom options ではグラフ表示の横軸と縦軸のスケールを調整します

デフォルト（初期設定値）は次の通りです

•　タブ：測定ポイント
•　サブタブ：各測定グラフ
•　グラフ：
 - Before : 最適化前の素特性
 - After : 最適化後の特性
 - Filter : 最適化させるためのフィルター特性

どのスピーカー、どの測定ポイントにも、次の特性グラフが表示されます：

Amplitude　　　     一般的な周波数特性とほぼ同義語ですが、トリノフの場合はスピーカー軸上特性ではなく
 　　　　 リスニングポイントにける全エネルギー特性を指します。
　　　　　　　　
Amp. (direct)             これは直接音と初期反射音のを合わせた周波数特性を表しています。これは直接
 　　　　音応答同様に、音響問題（クロスオーバーフィルタ問題、試聴室モード、反射…）
 　　　　をより判りやすく浮き立たせています。

Phase　　　　　     スピーカーの位相特性は周波数に対する位相回転を示しています。多くの場合、
　　　　　　　　    位相回転と相対的な位相ずれは解像度の低下と不安定なステレオイメージの原因
　　　　　　　　    となります。

Group Delay 　　     群遅延特性はリスニングポイントにおける周波数と到達時間の遅延を示していま
                                          す。

Impulse response　スピーカーのインパルス応答を示しており、アンプとの相互作用によるスピーカー
 　　　　 の挙動を表現しています。また、もう一つの見方としてリスニングルームで起こる
　　　　　　　　     初期反射の挙動も観察することができます。

6.4

周波数特性

ダイレクト特性

位相特性

群遅延特性

インパルス応答
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コンピュータ計算とグラフの更新

これ以降の章で説明されるパラメーターは、コンピュータが再計算すること
によって変更が適用されます。

何らかのパラメーターを変更すると、Apply changes  ボタンが点灯します。

このボタンを押すことで、変更したパラメーターに基づきコンピューターが
再計算を開始します。

オプティマイザ・パラメーターの変更および新しい補正フィルタの
再計算の結果は、Optimizer Graphs   のグラフ表示で更新されて新し
い応答特性が示されます。

パラメーターを変更した時に、異なるプリセットとして保存をしておくと
パラメーターの違いによる音の差を簡単に比較することができます。
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最適化モードを選択する Amplitude + Phase (振幅+ 位相）

Optimaizer の最適化モードには次のような種類があります。
最適化モードは、Optimize ボタンを押すことにより順に切り替わっていきます。
最適化モードを変更したら、必ず Apply Changes ボタンを押して再計算させてください

・ Amplitude + Phase (振幅 + 位相)
・ Amplitude (振幅)
・ Low range only (低域のみ)
・ According to L&R speakers  (L & R スピーカーに従う)

Amplitude+Phase モードは Natural preset を除くすべてのプリセットに使われている標準
の設定です。

周波数特性と位相特性を改善しサウンドステージをより良くする、オプティマイザーの性能をフル
に発揮させるモードです。
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オプティマイザ・モード6.5

「Optimizer Settings」 → 「Settings」 → Main settings」



Amplitude (周波数特性のみ) Low range only (低域のみ補正）

Amplitude (周波数特性のみ) モードでは、振幅特性の補正のみが行われます。
時間特性の最適化は行われませんので、サウンドステージの再現性と安定性に劣る結果を示します。

Low range only モードでは、低域のみの周波数特性補正をおこないます。
このモードでは時間特性の最適化は行わません。
工場出荷状態では、補正範囲を150Hzまでとしています。
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Low range only モードの上限周波数を変更する According to L&R speakers 

Low range only モードにおける上限周波数は、工場出荷状態では 150Hz に設定されていますが
手動で変更することも可能です。

Advanced Settings ページに入り、 FIR & IIR settings 欄をスクロール表示してください

IIR filters maximum frequency の欄で設定周波数を変更します。

IIR filter maximal frequency の変更にともない、十分な解像度と効果的な補正を実現するために
Number of IIRfilters のパラメーターを増やすことが必要な場合もあります。

According to L&R speakers モードは L/R スピーカー両方の特性の平均を目標曲線として使用します。

このモードは150Hz以下の周波数特性を補正するとともに時間特性を補正します。

低域補正の作用範囲は Low Range only モードの場合と同じ方式で変更が可能です。
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According to L&R speakers

According to L&R speakers には独自の設定パラメータがあります。Advanced Settings ページを開き
Optimize accrding to L&R speakers settings 欄をスクロール表示してください。

Processing on LR target を IIR Only から None  に切替えると低域周波数の補正が無効になります。

Align on L&R target を Off にすると、結果として中高周波数帯域はフラットな目標曲線となります。

Optimizer phase は このモードでの位相特性補正の有無を選択します。 Off にすると位相特性の補正
は行われません。
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補正は設定した限界値を超えることはありません。

オプティマイザ設定6.6

Maximum Boost と  Maximum Attenuation  パラメータは過剰補正を防ぐために使います。

特に低域において過剰な増幅は歪みを引き起こし、スピーカーにダメージを与えることがあります。
アンプとスピーカー両方の余裕を十分に考慮してください。
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 「Optimizer Settings 」 →  「Settings 」 → 「 Main Settings 」

（重要）
・パラメーターを何かしら変更すると、 Apply Changes ボタンがオレンジ色に光ります。
・必ずオレンジ色に光った Apply Changes ボタンを押すことで、再計算を開始しパラメーターの変更が反映されます
・再計算後は必ず、プリセットを上書き保存もしくは別プリセットに新規保存してください。 ( p.35 4.4 参照)



Quantity of Early Reflections(初期反射数) Resolution of the Energy response(分解能)

 Quantity of Early Reflections  は音響補正の際に考慮する初期反射の数を決定します。

工場出荷状態のデフォルトでは  3 サイクルとなっています 

Resolution of the Energy response ではルーム音響補正の分解能を設定します

工場出荷状態のデフォルト設定は 1/3 oct (オクターブ) です

最小分解能は 1/3 octで、最大分解能は 1/24 オクターブです
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TARGET CURVE (目標曲線)

Target Curve は、アドバンスド設定の中では最も強力で最も容易に微調整ができるツールです。
キャリブレーションの後に操作することにより、好みの音調バランスを得ることができます。

GUIの上部にある Bypsss (バイパス)ボタンを用いて「補正あり」と「補正なし」を簡単に比較
することができます。

Target Curve のツールは 「Optimizer Settings」  > 「Settings」 > 「Target Curve」  > 「Amplitude 」
のページにあります

所要の曲線は簡単に編集することができます：
　　　緑色の点は各周波数の音圧レベルを示します。　　
　　　黄線はオプティマイザ機能を含めた補正結果の周波数特性を表示しています

Target Curve を最も効率よく編集する方法はキーボードを用いて操作することです

                    •　left and right arrows は周波数ポイントを変更するのに使います
                    •　up and down arrows は選択した周波数における音圧レベルを 0.1 dB ステップ
                          で上下させるのに使います                                               
                    •　PgUp and PgDown は0.5dBステップで音圧レベル上下させるのに使います

※ 目標曲線はマウスやタブレット端末のタッチスクリーンを使って編集することもできます

All zeros ボタンは曲線をリセットしてフラットに戻します

Target Curve の操作は次の手順にご留意ください

                  １．目標曲線の編集中は各周波数ポイントの音圧レベル目盛りに注意を払ってください
                  ２．なるべく円滑なカーブとなるように補正を施してください。
　　　　３．Apply Changes ボタンを押して再計算させることにより設定が有効になります 

Link のボタンが青色に表示されている場合、L/R スピーカー両方に設定が実行されていることを示します。

Next と Previous ボタン、ならびに Link ボタンはL/R スピーカーを個別に補正する場合に使います。
その場合は Link を解除してから行ってください。

TARGET CURVE (目標曲線) /LIMITER CURVE (リミッター曲線) 6.7
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（重要）

・ Apply Changes ボタンを押して再計算を行った後は、必ずプリセットを上書き保存、または新規プリセッ

トに保存をしてください。



LIMITER CURVE (リミッター曲線)

リミッター曲線を使用すると Maximum Boost (最大ブースト) と 
Maximum Atternuation (最大減衰) の設定を周波数ごとにおこなうことができます

デフォルトのリミッター曲線では、超広域と超低域両端のブーストおよび減衰を制
限しています。
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リミッター曲線を編集するには、HiFi mode と青く示されたボタンをクリックして、表示を
Expert mode に切り替えます。Expert mode ではつぎの３つの編集方法があります

•　 Move point モード　    編集ポイントをクリックして、縦・横方向に移動してリミッター値と
                                                       周波数を個々に調整します。

• 　Add point モード　       編集ポイントを追加するのにします。編集する周波数ポイントをクリック
　　　　　　　　                 すると編集ポイントが追加されます

• 　Delete point モード　  編集ポイントを削除するのに使用します

この例では、補正フィルタはおよそ700ヘルツから1500ヘルツ間において、Maximum Boost レベルを
0.1dB に制限していることを示しています

スムーズな補正のためにも、リミッターカーブの設定はできるだけなだらかに設定ください
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（重要）

・ Apply Changes ボタンを押して再計算を行った後は、必ずプリセットを上書き保存、または新規プリセッ

トに保存をしてください。



レイテンシー（遅延時間）について6.8
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次ようなパラメーターによってはマイクロプロセッサーの処理に遅延時間が発生することがあります

•　サンプリング・レート

•　バッファー・サイズ

•　高度音響処理パラメータ

遅延時間はバッファー・サイズを大きくすると増大しますが、これに対してサンプリング・レートにより減少します。

バッファー・サイズを小さくして遅延時間の短縮を試みることはできますが、コンピューターのオーバーロードや同期外れに注意してください。
特に192kHz信号などでは同期外れの際に大音量のデジタルノイズが発生する可能性があります。
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測定位置

単一のポジションのためにマルチポイント測定するのに好適な場合 単一のポジションのためにマルチポイントするのに適さない場合

マルチポイント・キャリブレーションは単に広範囲な帯域を最適化するだけではなく、測定により更に多くの情報を収集し、試聴エリアで生ずる
相違点を考慮することで信頼性を高めます。しかしながら、試聴エリアが音響的に余りにも通常とかけ離れている時に、違った測定を考慮するの
は意味がありません。言い換えれば、広範な帯域に有効な補正フィルタを作ろうと試みることは、効果があるかも知れませんが、試聴位置で一回
の測定で得た結果と比べてさほど改善していない結果になることもあるでしょう。

マルチポイント・キャリブレーションはサービスエリアを広げるという目的よりは、狭いエリアでの複数ポイントを測定することにより、測定精度を高める
ことを主な目的としています。

次の図は単一の試聴ポジションのためにマルチポイント測定する意味のあるエリアとそうでないエリアを示しています。頭の動きを含む容積の範囲内という
小さいエリアあればでマルチポイント測定の意味はあります。
　　　　　　　　
マイクロフォンを設置する位置の決定には、主要測定位置、いわゆるリファレンス・ポイントと関連性があります。リファレンスポイントから離れた位置に
測定ポイントを設けることは補正の基準ポイントが曖昧になるため好ましくありません。　　　　　　　

複数のリスニングポイントに対しては、リファレンス・ポイントから一番離れた位置は避け、試聴室中央付近を含む複数の測定場所から選ぶ方法をお薦めします。

原理・原則7.1

7.2
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マルチポイント測定エンジン

マルチポイント・キャリブレーションはAdvanced settings 内 
「Optimizer settings 」→ 「Calibration 」 のページで実行します。

第５章（p. 43) で示したオプチマイザーキャリブレーションを実行した場合、
右図のように、１点の測定ポイント (Measurement 1)のみが表示されています。

測定はどれもキャリブレーション状況、重要性および Lock のオプション
を特徴付けます。

Calibration status は測定ポイントでキャリブレーションが成功裏に実行さ
れたか如何かを表示します。

重み付け（weight）はある測定ポイントを強調するか、もう一つのポイント
を強調するかそれとも補正計算から測定ポイントを除外することさえも重
要性を強調するのに使われます。

Lock オプションは測定ポイントのキャリブレーションをできなくします。
（キャリブレートボタンはグレーに変色しクリックが利かなくなります）

Ref 欄にチェックを入れることで、その測定ポイントがリファレンスポイント 
となります。リファレンス・ポイントが使われるのは以下の場合です：

•　クロスオーバー・ドライバーのアライメント（再生設定調節）

•　スピーカーの3D音像定位
•　スピーカーの2D/ 3Dリマッピング（再生設定）
•　スピーカーの相対遅延・レベルアライメント
•　マスター遅延/レベル計算
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マルチポイント測定を実行するために、最初にマイク接続、設置、キャリブレーションレベルに関して
オプティマイザー設定手順を参照し、マイクロフォンの端子が Analog バランス端子に正しく接続され
ていることを確認してください。
 

第５章で示したオプティマイザーキャリブレーション手順と違って、どのステップも手動で行う必要
があることにご留意ください。

① 第１ステップとして Mute ボタンを押して
② フィードバック・ループを回避するため Master level を下げます

次に各測定ポイントについて、以下の指示に従います：

③ Add ボタンを使い、新しい測定ポイントを追加します
④ 新しい測定ポイントに  Meas.name のフィールドを使い、測定ポイント名を入力します。

⑤ Calibrate ボタンを押し、各測定ポイントにおいてキャリブレ ーションを実行します。

⑥ Delete ボタンを使うと測定ポイントの選択および消去が可能ですが、測定ポイントを計算から除外するには
Weight 設定を０にすることをお薦めします。

⑦ ある測定ポイントの重み付けを変更するとか、異なるポイントにリファレンスポイントを変更するなどの場合
にもコンピュータによる再計算が必要になります。全てのポイントでの設定とキャリブレーションを終えたら、
Compute ボタンを押してください。

それに伴い、Optimaizer Graph も更新されます。

右の例示の「上側」の場合、リファレンス・ポイントを含めすべてのポイントで同じ重み付けとしています。

右の例示の「下側」の場合、リファレンス・ポイントに全体の50% の重み付けがなされています。
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　　注記
     
     　ST2 HiFiは、最大でスピーカー４台分の出力を設定することが
　　可能です。通常はステレオ２ch、または２wayのアクティブ
　　クロスオーバー回路を使用して４ch 出力でご使用いただく
　　ことが基本となりますが、この４ch 出力を使用して 
　　3.0、3.1、LCRS 4チャンネルあるいは Quad４チャンネル
         音源も扱うことができます。

         このような応用的な使用方法では、ソースフォーマット
         とスピーカーコンフォフレーションを手動で設定します。

・ソースフォーマットは 「Advanced settings」内の
「 Setup 」> 「Sources」 ページで設定します。

・Next と Prev ボタンを使ってリストから所要のソースフォーマットを選択します。

                    ・Stereo
                    ・2 x Stereo
                    ・2/2 ( Front L/R + Rear L/R )
                    ・3/1 ( Front L/R + Center + Surround)
                    ・3/0 ( Front L/R + Center )
                    ・Mono

・低域チャンネル (LFE) の数字も -1 と  +1 ボタンを使って選ぶことができます。

・一番下の線上に表示されるチャンネル序列はキャリブレーションの順列でもあります。

・ソースフォーマットに低域(LFE) の数字を組合わせる場合、合計で最大4 チャンネルを超
    えて実行できないことにご留意ください。

ソースフォーマットの設定8.1
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ソースのルーティング8.2
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次のステップでは、各ソースチャンネルと入力端子とを設定します (ソースルーティング)。
「 Setup 」→ 「 Sources Routing 」

各列に表示されるソースチャンネルは、一つ前のステップ (p.82) で設定されたソースフォーマットに一致します。

ソースルーティングの縦の各列は本体の入力端子を示しています。

各ソースチャンネルに対する入力端子を設定します。

・アンバランス(RCA)入力端子とバランス(XLR)入力端子のどちらかが使用可能です。使用する入力端子のタイプを
　トップページの入力セレクタで選択してください

  ・RCA 入力端子を使用 →  セレクターの 「 Analog 1 SE 」を選択
  ・XLR 入力端子を使用 →  セレクターの 「 Analog 3 BAL」を選択

 

　



４チャンネル音源
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ソースルーティングで利用できる入力端子は、アンバランス(RCA) 入力とバランス (XLR) 入力端子です。

使用するタイプを、GUI トップページの入力セレクターで選択してください。



出力チャンネル (スピーカー) の構成は
「 Advanced settings 」→  「 Setup 」→ 「 Speakers 」のページで設定いたします。

スピーカーとサブウーファの台数はそれぞれ -1 と +1 ボタンを使って決定しますが、
合計４台を超えることはできません。

スピーカーの設置にサブウーファが入る場合は、サブウーファは全帯域でのキャリブレ
ーションとなります。

Bass management  設定はキャリブレーション後に変更することができます。

出力チャンネルの構成8.3
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スピーカーのルーティング
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スピーカールーティングの各列 (左 )はソースチャンネルを表しており、前のステップで
それぞれ設定したソースフォーマットとスピーカーレイアウトの両方により決まります。

スピーカールーティングの各列 (上) は本体の出力端子を示します。

各スピーカーへの出力ルーティングは、ソースのルーティングと同様です。



出力
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すべての出力端子は同時に出力されます。

スピーカールーティングの最初の２列の信号は
次の出力端子から同時に出力されます

• デジタルAES出力

• デジタルSPDIF出力

• Analog Balanced 1

• Analog SE 3

スピーカールーティングマトリックスの最後の３列目と４列目の信号は
次の出力端子から同時に出力されます

• Analog Balanced 2

• Analog SE 4
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