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概要

モコンの再生／一時停止，早送り，前曲，巻き戻し，
次曲ボタンを使用することができます。

INVICTAの派生系であるMIRUSはヘッドホンで
のリスニングをしないユーザーのために設計され
ました。ヘッドホンモジュールを省略し，代わりに
別のESS Sable ES9018モジュールを搭載してい
ます。このモジュールは従来搭載されていた
ES9018モジュールと並列に動作するように設計さ

SDカードが入力ソースの場合，カードに記録され
ている曲目のリストをスクロール表示することが
できます。24bit/384kHzまでのWAV，AIFF，FLAC，
およびDFF，DSF形式のデータの再生が可能です。
また，SDカードにディレクトリがある場合には，

れています。二つのES9018DACチップにより，特

ブラウズ機能でディレクトリ中のサポートされて

性が飛躍的に改善されます。我々は，MIRUSの背面

いる種類のファイルも表示されます。SD，SDHC，

端子出力について，ダイナミックレンジ130dB以上，

SDXCの各種規格のSDカードがサポートされてい

THD+Noiseが-114dB（0.0002%）以下を保証する

ます。

ことができます。
INVICTAおよびMIRUSは同じDSP規格を使用し

USBソースの場合には，アシンクロナスUSB
Audio Class 2.0またはUSB Audio1.0の通信プロト

ており，どちらも同じアップグレードファイルを使

コルを選択して使用することができます。また，

うことで，アップグレード可能な設計となっていま

DSD over PCM（DoP）規格に準拠したDSD信号も

す。ファームウェアVersion 5.0.0により，DSD64

サポートします。

およびDSD128がサポートされ，PCM音源のサポー

Resonessence Labsは，PCにインストールする

ト最大サンプリング周波数も384kHzまでに拡充さ

ことで，Windows環境でも USB Audio Class2.0 の

れました。現在出荷されている製品は，Apple IR

全機能を使用することができるドライバーソフト

Remoteでのコントロールに対応しています。

ウェアを提供しています。

INVICTAおよびMIRUSには，6 種類の選択可能な

デフォルトのソース，ヘッドホンのトリムレベル，

入力ソースに対応した 6 種類の基本動作モードが

表示の明るさといったユーザー設定のオプション

あります。選択されたソースからのデジタルオーデ

は，User Configuration（ユーザー設定）のメニュ

ィオ信号は，ヘッドホン，XLR，RCAアナログ出力

ーで設定することが可能です。デジタルのレガシー

から同時に再生されます。オプション項目の選択に

データ変換に関する既知の問題点は，User Options

より必要としない出力を停止することも可能です。

（ユーザーオプション）メニューの設定で補正が可

また，SDカードおよびUSBからのデータは，

能な場合があります。

TOSLINK出力からS/PDIF形式のデジタルフォーマ
ットで同時に出力されます。

INVICTAおよびMIRUS は7種類の異なるアップ
サンプリングフィルターを選択することが可能で

音量調整の設定は，すべてのアナログ出力に適用

す。そのうち5種類についてはResonessence Labs

されます。AおよびBのヘッドホンチャンネルではプ

が設計したオーディオ愛好家向けの先進的なフィ

リセットのトリムレベルを使用して，ヘッドホンご

ルターです。どのフィルターも再生中に変更するこ

とに異なる感度を補正することができます。

とが可能で，切り換えてもグリッチノイズが発生す

USBモードでは，前面またはリモコンの 再生／

ることはありません。リモコンの ｢Filter Setting (フ

一時停止，前曲，次曲ボタンを使用することが可能

ィルター設定)｣ ボタンを再生中に押すか，後述する

です。また，SDカードモードでは，前面 またはリ

｢User Settings (ユーザー設定)｣ での設定を行うこ
とで切り替えが可能です。
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再生中に前
前面パネルの
の ｢モード｣ ボタンを押す
す
ことにより，
，曲を繰り返
返し再生することが可能で
です。
すべての機
機能は，赤外
外線リモコン
ンからのアクセ
セス

トするテレビ
ビやコンピュ
ューターのモニターで表示
示
することがで
できます。
INVICTAお
およびMIRUS
Sは電源投入
入時にヘッドホ
ホ

が可能です。
。HDMI 出力
力で SD カー
ードのディレ
レク

ン出力，XLR
R／RCA出力
力およびHDM
MI出力について，

トリ構造や再
再生中の曲目
目を表示することができま
ま

有効・無効を
を設定するこ
ことが可能です。

す。
SD カードモードでは
は，HDMI 出力で
出
PNG，

SDカードからのファー
ームウェアア
アップグレード
の際にはPCやMacは不要
要で，SDカー
ード上に保存
存さ

BMP，JPG
G フォーマッ
ットのアルバム
ムカバーが表
表示

れたアップデ
デート用ファ
ァイルを使って簡単にアッ
ッ

されます。H
HDMI 出力は
は 60Hz の 720p をサポ
ポー

プグレードす
することがで
できます。

図1: HDMIモ
モニターでの SD ディレク
クトリの表示

図2: INVICT
TAが HDMI モニター上に表
モ
表示するアルバ
バムアートと曲の情報
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データソー
デ
ース
1. BNC1 (S/PDIF): BNC1
B
端子へ
へのコンシュ
ュ
ーマーまたはプロフ
フェッショナ
ナルモードの
シング
グルエンド S//PDIF (Sony
y/Philips
Digital Interface Format) 信号。
2. BNC2 (S/PDIF): BNC2
B
端子へ
へのコンシュ
ュ
ーマーまたはプロフ
フェッショナ
ナルモードの
シング
グルエンド S//PDIF (Sony
y/Philips
Digital Interface Format) 信号。
3. TOSLINK (S/PDIF
F): TOSLINK
K 入力からの
の
光信号
号をデータソー
ースとして使
使用します。
4. AES/E
EBU (S/PDIF): コンシュ
ューマーまた

ー: USB
B Audio Clas
ass 2.0 (Mac
c または 専
用ライバ
バーソフトウ
ウェアのインストールさ
れた PC) あるいは
は USB Audio
o Class1.0
(Micros
soft Windowss のネイティ
ィブドライ
バーソフトウェア) 経由のデータが USB
ポートか
から入力可能
能です。
6. SD カー
ード: 前面パ
パネルのスロットに挿入
されたデ
データカード
ドのWAV，AIFF，FLAC，
DSD（DFF，DSF）
）形式のファ
ァイルをデー
タソース
スとすること
とができます。

はプロフェッショナ
ナルモードの
の差動

ソースは，｢User Option
動時のデフォルトデータソ
n
起動

S/PDIF信号が，背
背面の AES/EBU XLR コ

(ユーザーオプシ
ション)｣ で設
設定可能です
す。

ネクター から入力
力可能です。

前面パネル
前
ルのコント
トロール
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5. USB オーディオス
オ
トリーミング
グドライバ

リモコン
ンのキー（Apple IR
R Remote）
ファームウェアバージ
ジョン5.0.0以
以降のINVICT
TAおよびMIRUSは，Apple IR Remooteおよび従来
来の
Resonessen
nce純正リモ
モコンに対応しています。
Apple IR
R RemoteもR
Resonessenc
ce純正リモコ
コン同様に多くのキーを持
持たない設計
計になっていますが，我々
々は
通常の使用における全て
ての要求を満
満たすべく，以
以下の表にあ
あるように機能
能を割り当て
てています。リモコン上の
のボ
タンは音楽再
再生中（ボリ
リュームレベ
ベル表示中）で
でも設定中で
でも有効です。
一般的な操作
作方法
Centerボタン
ン長押し

電源ON／電源OFF
F

電源投入お
およびシャッ トダ
ウンをする
る

Menuボタン長
長押し

OLEDの有効／無効
効

OLEDディ
ィスプレイをブ
ブラン
クにする

設定中（音楽
楽再生をしてい
いないとき，ボ
ボリュームイ ンジケーター
ーが表示されて
ていないとき）
Upボタン

メニューのスクロ ール（上へ）

Downボタン

メニューのスクロ ール（下へ）

Centerボタン
ン

押すと選択した項 目に移動

Menuボタン

現在の項目から戻 る

再生中（音楽
楽再生中でボリ
リュームレベル
ルが表示され ているとき）
Upボタン

ボリュームレベル を上げる

Downボタン

ボリュームレベル を下げる

Leftボタン

トラックを戻る／ 巻き戻し

USBおよびSDカードか
からの
み有効。巻き戻
戻しは
再生時のみ
SDカード
ドからの再生時
時のみ
有効。

Rightボタン

トラックを進む／ 早送り

USBおよびSDカードか
からの
み有効。早送り
りはSD
再生時のみ
カードからの再生時のみ
み有
効。

Play/Pauseボ
ボタン

一時停
停止および再 開

USBおよびSDカードか
からの
外はミュート。
。
再生時以外

Play/Pauseボ
ボタン長押し

デジタルフィルタ ーの切り換え

フィルター
ーをユーザーの
の好
みに合わせ
せて変更。

Menuボタン

入力切り換え

他のソース
ス機器への切 り換
え時に使用
用。
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リモコンの
のキー（純
純正リモコ
コン）
リモコンの
リ
｢ポップ
｢
/ 戻
戻る｣ ボタンを押すと，
最初
初のメニュー
ーに戻ります。
。｢上｣，｢ 下｣
下 ボタンで
デー
ータソースを
を選択します。
。
リモコンの
リ
｢電源入
｢
/ ス
スタンバイ｣ ボタンを押
すと
と OLED ディスプレイが
がクリアされ
れます。この
ボタ
タンを長押し
しするとスタン
ンバイモード
ドに移行す
るこ
ことができます。
と ｢機能/選
また，｢音量｣
ま
選択｣ ノブを
を同時に長押
押
しす
すると，前面
面パネルで電源
源の入切を行
行うことがで
きま
ます。
再生中にデジ
再
ジタルフィルタ
ターを切り替
替えること
がで
できます。
†

早送り，再生/
早
/一時停止，巻
巻き戻し操作
作は，SD カ

ード
ドと USB モードでのみ使
モ
使用可能です
す。

背面のコネ
背
ネクター
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ヘッドホンの使用（INVICTA のみ）
前面の「A」または「B」ヘッドホン端子にヘッド
ホンを接続します。ヘッドホン出力を有効に設定す
るには，端子の上にあるボタンを押して LED を点
灯させます。両方のヘッドホン端子を同時に使用す
るときに，能率の高い方のヘッドホンの音量を下げ
て聴感上の音量が同じになるように，ヘッドホン出
力の両方に｢trim level (トリムレベル)｣ が設定でき
るようになっています。トリムレベルを調節するに
は，A または B ボタンをしばらく押したままにして
トリム制御機能をオンにしてから音量調節ノブを回
します。デフォルトのトリムレベルは ｢User Settings｣（ユーザー設定）メニューで保存することがで
きます。ヘッドホンに大きな電力が出力されること
がありますので，ヘッドホン出力をオンにする前に
音量が適切なレベルに設定されていることを確認す
るようにしてください。
先進的なユーザー向けの機能として，ヘッドホン
出力を差動モード（所謂「バランス駆動」）に変更
することが可能です。差動モードにした場合には，A
出力が左チャンネルに，B出力が右チャンネルになり
ます。

各種デジタル入力をソースに設定するには，前面
パネルやリモコンの ｢Pop / Back (ポップ / 戻る)｣
ボタンを押して最初のメニューに戻ります。このメ
ニューには ｢BNC1｣，｢BNC2｣，｢TOSLINK｣，｢AES｣，
｢USB｣，｢SD Card (SD カード)｣，｢Options (オプシ
ョン)｣ が表示されますので，パネルのノブまたはリ
モコンの ｢上 / 下｣ ボタンを使って希望のデータ
ソースを選択し，ノブを押すかリモートの ｢次曲｣
ボタンを押して選択を確定します。これで選択され
たデータソースが有効となります。｢USB｣ が選択さ
れた場合にはINVICTAおよびMIRUSはデジタル処理
を開始して，USB Audio Class 1.0 またはUSB
Audio Class 2.0モードでホストPCと接続します。
Windows PC でのUSB Audio Class 2.0 の使用
に関しては，以下の注意をご覧ください。

USB デジタルデータ
Windows PCでResonessence USB Audio Class
2.0 ドライバーソフトウェアを使用する場合には，
日本語webサイトでドライバーソフトウェアのイン
ストール方法を確認してください。ドライバーソフ
トウェアをインストールしない場合，Windowsでは
USB Audio 1.0 の機能のみご利用いただけます。

アンプとの接続

はじめに，INVICTAおよびMIRUSのUSBについて，

バランス XLR 出力またはシングルエンド RCA

使用したいオーディオモードに設定されているか確

出力端子とスピーカのパワーアンプ入力を接続しま

認してください。｢User Settings ｢(ユーザー設定)｣

す。INVICTAおよびMIRUSの増幅出力は，コンシュ

では，USB Audio Class 1.0とUSB Audio Class 2.0

ーマー用およびプロフェッショナル用パワーアンプ

から選択が可能です。設定の変更方法は，以下の部

の入力段駆動用に設計されています。プリアンプ端

分をご覧ください。

子に入力する場合には，音量を最初は -30dB に設定

Macでは特別な設定をする必要がなくUSB Audio

して，必要な場合には徐々に音量を上げるようにし

Class 2.0を使用することができ，｢User Settings (ユ

ます。最適な音量設定の目安はResonessence Labs

ーザー設定)｣ でUSB Audio Class 2.0を選択するこ

日本語webサイトでもご案内があります。また，設

とにより最良の音質を得ることができます。

定された適切な起動時の音量レベルは ｢User Settings (ユーザー設定)｣ メニューに保存することがで
きます。

Windows OS では USB Audio Class 1.0 のみが
ネイティブにサポートされるため，USB Audio Class
2.0 を使用するには専用のドライバーソフトウェア

データソースの選択
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が必要となります。専用のドライバーソフトウェア

をインストールしないで Windowsを使用するには，

ボタンを使って希望の曲目まで移動します。ファイ

INVICTAおよびMIRUSをUSB Audio Class 1.0に設

ルやディレクトリは上下方向に表示されますが，右

定する必要があります。

方向に移動するとその項目が選択されます。

INVICTAおよびMIRUSをホストコンピューターの

再生可能な項目が選択されると，曲の再生が開始

USBポートに接続します。INVICTAおよびMIRUSは，

されます。アルバムアートも記録されている場合に

ホストとの通信にハイスピード USBを使用します。

は HDMI 接続されたモニターに，再生情報とともに

「フルスピード」のUSBポートは「ハイスピード」

表示されます。HDMI出力については「User Settings」

より低速ですので，ハイスピードのポートと接続す

で変更することができます。

るようにしてください。
INVICTAおよびMIRUSがUSBに接続されてデー
タソースにもUSBが選択されると，ホストのPCは
INVICTAおよびMIRUSをオーディオの出力機器とし

再生中の SD カードのデータは，TOSLINK 出力
端子経由で他の 外部機器にも伝送されます。

その他のデータソース

て認識します。ホストPCのオーディオ用コントロー

選択されたソースで有効な S/PDIF データが検

ルパネルで，INVICTAおよびMIRUSをデフォルトの

出されると，INVICTAおよびMIRUSは データのデコ

出力デバイスとして選択します。

ードを開始して，すべてのアナログ出力にオーディ

(Windowsのメディアプレーヤー等によって) ホス

オ出力を実行します。これを利用して，INVICTAお

トPCで再生される音楽がINVICTAおよびMIRUSに

よびMIRUSは TOSLINK 入力ポート経由で

送信されるようになります。(前面パネルやリモコン

CD/DVD/BDプレーヤーと，BNCやAES端子経由で

の)｢Pause (一時停止)｣，｢Next (次曲)｣，｢Previous (前

業務用オーディオ機材と接続することができます。

曲)｣ ボタンで，ホスト PC の音楽再生ソフトを操作

INVICTAおよびMIRUSはステレオ (非圧縮) のデー

することができます。

タソースをデコードする点にご注意ください。

USBデータはTOSLINK出力端子経由で任意の外
部機器への送信が可能です。

SD カードデータソース

ユーザー設定
｢User Settings (ユーザー設定)｣ メニューでは，
色々な構成の設定をデフォルトとして指定すること
ができます。最初のメニューに戻るまで ｢ポップ /

SD カードがデータソースとして選択された場合，
前面パネルのスロットに挿入されたカードのディレ
クトリ構造が読み込まれて前面のディスプレイと

戻る｣ を繰り返し押します。メニューの最後にある
｢Invicta Options (Invicta のオプション)｣ まで移動
して，右側にあるこの項目を選択します。

HDMI 接続されたモニターに表示されます。FAT32
システムでフォーマットされた SD カードでなけ
ればいけない点にご注意ください。
WAV，AIFF，FLAC，DSFおよびDFF形式のファ

以下の項目がユーザー設定可能ですが，電源が切
られても設定内容は保存されます。
各項目を変更するには，リモコンの ｢上 / 一時停

イルが再生可能な曲目として表示されます（DSD64，

止｣ ボタンを押すか前面パネルのノブを押し込みま

DSD128をサポートします）。ノブ (ディレクトリ

す。

名でノブを押すとそのディレクトリ内に移動します)

別の項目に移動するには，ノブを回転させるかリ

や左端のボタン (押すとディレクトリから戻ります)，

モコンの ｢Previous (前) / ｢Next (次)｣ のボタンを

あるいはリモコンの ｢Up (上)｣，｢Down (下)｣ 方向

使用します。(オン/オフのみで設定されるもの以外
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の) 連続値パラメーターは，ノブを押してから回転さ

｢Previous (前)｣，｢Next (次)｣ ボタンを使用して値を

せて値を設定した後でまたノブを押すか，リモコン

調節し，さらに ｢Up / Pause (上 / 一時停止)｣ を押

の ｢Up / Pause (上 / 一時停止)｣ を押してから

して設定することができます。

ユーザー設定

説明

Left Channel Phase (左チャン
ネル位相)

それぞれを In-Phase (同位相) または Inverted (逆位相) に設定することができま
す。過去のデジタル録音の一部でチャンネル間に位相差があるものを補正すること

Right Channel Phase (右チャ

ができます。

ンネル位相)
Startup Source (起動時のソー
ス)
Startup Volume Level (XLR)
(起動時の音量レベル (XLR))

通常の起動時に使う構成をカスタマイズすることができます。

電源投入時の大音量を回避するための機能です。

Startup Headphone A Offset
(起動時のヘッドホン A 音量
オフセット)

トリムレベルを調節することによって，感度の異なるヘッドホンで聴感上の音量を

Startup Headphone B Offset

揃えたり，一方の音量を他方より下げたりすることができます。

(起動時のヘッドホン B 音量
オフセット)
Maximum Volume Level (最大
音量)

最大音量を制限するための可変パラメーターです。

OLED Screen Brightness
(OLED スクリーン輝度)
LED Brightness (LED 輝度)
Standby LED Brightness (スタ

他のオーディオ機器の表示輝度と Invicta を揃えるために，Customer Configuration
(カスタマー設定) 中で 0 (オフ) から 10 (最大輝度) の間で調節します。「LED
Brightness (LED 輝度)」は青色 LED を，「Standby LED Brightness (スタンバイ
LED 輝度)」は Resonessence Labsロゴの裏側にある赤色 LED を調節します。

ンバイ LED 輝度)
USB Speed Setting (USB ス

Resonessence Labsの USB オーディオ 2.0 ドライバーをインストールしないで

ピード設定)

Windows PC を使用する場合には，デフォルトを ｢USB Audio 1.0｣ に設定します。

Oversampling Filter Type (オ

オーディオリスニングに最適化された7種類のフィルターを選択することができま

ーバーサンプリングフィルタ

す。この設定はデジタルのデータソースに対するフィルター動作に反映されて，す

ー種類)

べてのオーディオ出力チャンネルに適用されます。

Mute XLR When Using HPs

ヘッドホンを利用する際に，XLRおよびRCA出力を停止することができます。

HPA Powerup Setting
電源投入時のA出力とB出力の動作を個別に設定することができます。
HPB Powerup Setting
Toslink Output
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TOSLINK出力の有効・無効を設定することができます。

SDカード上のトラックを表示する場合に，タイトルでソートするか，トラック数で
Sort By

表示するかを設定することができます。ただしメタデータが有効であることが必要
です。
BMP，PNC，JPG形式のアルバムアート表示機能の有効・無効を設定することがで

Album Art

きます。なお，JPGのファイルサイズが大きい場合には，すぐに表示することが難
しい場合があります。

Differential HP
My Invicta
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ヘッドホン出力AおよびBを独立して2人で試聴することができるようにするか，単
一のヘッドホンを差動出力モードによって鳴らすかを選択することができます。
シリアルナンバーおよびソフトウェアバージョンを表示します。
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ファームウェアのアップグレード

るいはリモコンの「Next」ボタンを使用して)「Yes」
を選択し，(本体のノブを押すか，リモコンの「Up /

アップグレード処理中は，アンプやヘッドホンと
の接続を切断することをお薦めします。
すべての搭載ソフトウェアは，同じ方法でアップ
グレードされます。アップグレードを実行するには，

Pause」ボタンを押して) 選択を確定します。古い
OS が数秒間で消去されて，新しいシステムがイン
ストールされます。
「Writing Firmware」(あるいはこれに類似した) メ

アップグレードファイルを記録した SDカードを

ッセージが表示されてしばらく経つと，システムの

SDカードのスロットに挿入し，データソースを切り

再起動が求められます。

替えてSDカードを選択します。
本体背面の電源スイッチで電源をしばらく切断し
さらに，SDカードでデータファイルに対応する

ます (10 秒程度で十分です)。

「曲」を探します。このファイルはコンピューター
では「<リビジョン・ナンバー>Upgrade.bin」と表示
されますが，INVICTAならびにMIRS (および接続さ
れた HDMI モニター) の表示では，「Invicta Upgrade」の後にバージョン番号が続いた名前となりま
す。
(本体のノブを押すか，リモコンの「Into Dir」ボタ
ンを押して) 曲の「再生」を開始すると，OS がアッ
プグレードコードの内容を確認して，アップグレー
ドを実行するかどうかを尋ねます。(本体のノブ，あ
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接続された機器を切断してから電源を再投入する
と，新しいソフトウェアがインストールされた状態
になります。
最新のソフトウェアに更新後は (ロゴの照明が赤
色の)「電源断」状態で起動されますので，ノブまた
はリモコンの「Power On (電源入)」ボタンを押して
音楽の再生を開始します。
最新のファームウェア情報については日本語web
サイトを定期的にご確認ください。

