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２０１５年１１月１２日 

 

 

 ■ NEXO スピーカーのポテンシャルを最大限に引き出すプロセッサー 

NEXO デジタル TD コントローラー 

『DTD シリーズ』 

− 用途に応じた 4モデルを用意、「NXAMP シリーズ」用 AES/EBU カード『NXAE104』も発売 − 

 

株式会社ヤマハミュージックジャパン（注 1）は、NEXO SA（注 2、以下、ネキソ社）が開発したスピー

カーシステム専用のデジタル TD コントローラー『DTD シリーズ』を 2016 年 2 月に、パワード TD コン

トローラー「NXAMP シリーズ」用 AES/EBU カード『NXAE104』を 2015 年 12 月に発売します。 

 

＜価格と発売日＞ 

品名 仕様 品番 価格（税抜） 発売日 

NEXO 

デジタル TD コントローラー 

固定設備仕様、Dante 対応 DTD-I-N 180,000 円 2016 年 2 月

固定設備仕様 DTD-I-U 140,000 円 2016 年 2 月

ツアリング仕様、Dante 対応 DTD-T-N 210,000 円 2016 年 2 月

ツアリング仕様 DTD-T-U 170,000 円 2016 年 2 月

NEXO NXAMP 用 AES/EBU カード NXAE104 100,000 円 2015 年 12 月

 

 

＜製品の概要＞ 

ネキソ社は、1979 年にフランスのパリに設立された業務用スピーカー製造・販売会社で、高音質を

要求される大型コンサート会場・ホール・劇場等で使用される高出力業務用スピーカーで高い評価を

得ています。 

このたび発売する『DTD シリーズ』は、パワード TD コントローラー「NXAMP シリーズ」の持つ先進

的なシステムマネジメント機能を受け継いだ NEXO 専用のスピーカープロセッサーです。同時期に発売

予定の「ID シリーズ」の他、ポイントソーススピーカーのスタンダードモデル「PS R2 シリーズ」や

汎用サブウーファーの「LS シリーズ」、ならびにコンパクトラインアレイの「GEO M6」に対応したプ

リセットを登載し、汎用のパワーアンプと自由に組み合わせることで NEXO のコンパクト＆ハイパワー

システムの活躍フィールドを大幅に拡げることが可能です。 

また、現在発売中のパワード TD コントローラー「NXAMP シリーズ」用のオプションカード『NXAE104』

も発売します。業界標準のデジタルオーディオ規格「AES/EBU」の入力を可能にし、よりさまざまなデ

ジタルシステムとの親和性を高めることができます。 

 

詳細は以下の通りです。 

汎用のパワーアンプと自由に組み合わせが可能に
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＜『DTD シリーズ』主な特長＞ 

１．用途に応じてベストな選択が可能な 4モデルをラインアップ 

ツアリング仕様と固定設備仕様の 2モデルに、それぞれ Audinate 社のネットワークオーディオ

「Dante」への対応の有無を加えた計 4品番をラインアップ。用途と予算に応じて柔軟なシステ

ム設計が可能です。 

 

ツアリング仕様の Dante 対応モデル『DTD-T-N』は、フロントパネルに外部コントロール用の

Mini-USB ポートや一部機能の操作子の他にアナログ入出力のコネクターを備え、追加のパッチ

パネルが不要です。 

 

 

 

 

 

固定設備仕様の Dante 対応モデル 『DTD-I-N』は、外部コントロール用の Mini-USB ポートを除

く全てのコネクターをリアパネルに装備し、背面のみで配線を完結することができます。 

 

 

 

 

 

 

２．従来のアナログデバイズと比較しパフォーマンスが劇的に向上 

パワード TD コントローラー「NXAMP シリーズ」から受け継いだ先進的なスピーカーコントロー

ルプロセッサーを搭載。クロスオーバー、EQ、およびタイムアラインメントの高度なコントロー

ル機能（※1）とスピーカープロテクション機能を備え、対応システム（ID シリーズ、PS R2 シ

リーズ、LS シリーズおよび GEO M6 システム※2）の持つポテンシャルを最大限に引き出すこと

が可能です。 

※1 各種コントロール機能は、Mini-USB ポートより専用 PC ソフトを利用しての設定となります。（Dante

対応モデルは RJ45 ポートからも設定可能。また、ツアリング仕様のモデルはフロントパネルにゲイ

ンやクロスオーバーモード等の一部機能の操作子を実装。） 

※2 GEO M6 のプリセットは最大 3台のアレイまでの対応となります。 
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＜『DTD シリーズ』主な仕様＞ 

モデル DTD-T-U DTD-T-N DTD-I-U DTD-I-N 

ダイナミックレンジ 112dB（Unweighted、メイン出力）、107dB（Unweighted、サブ出力）

THD+N 0.003%未満（メイン出力）、0.02%未満（サブ出力） 

サンプリング周波数 / 解像度 96kHz / 64 ビット（内部処理） 

レイテンシー 
1ms 未満（Flat 設定、アナログ入力から出力まで）、 

NXAMP レイテンシーと互換 

アナログ

入力 

チャンネル数 2（バランス） 

コネクター 
XLR メス（XLR オスへのリンク

付き）×2 

ターミナルブロック（3ピン

/2.54mm ピッチ）×2 

最大入力レベル / インピーダンス +22dBU / 20kΩ 

センス入

力 

チャンネル数 4（フローティング高電圧アナログ入力） 

コネクター 4 芯 SP コネクター×2 
ターミナルブロック（8ピン

/5.08mm ピッチ）×1 

最大入力レベル / インピーダンス +50dBU（8000W/8Ω） / 364kΩ 

アナログ

出力 

チャンネル数 3（バランス） 

コネクター XLR オス×3 
ターミナルブロック（3ピン

/2.54mm ピッチ）×3 

最大出力レベル / インピーダンス +22dBU / 200Ω 

デジタル

入力 

(AES/EBU) 

チャンネル数 2 

コネクター XLR メス×1 
ターミナルブロック（3ピン

/2.54mm ピッチ）×1 

サンプリング周波数 / 解像度 44.1～96kHz / 16、20、または 24 ビット 

デジタル

入力 

(Dante) 

チャンネル数 ― 2 ― 2 

コネクター ― etherCON ×1 ― RJ45×1 

サンプリング周波数 / 解像度 ― 
48-96kHz/24

ビット 
― 

48-96kHz/24

ビット 

デジタル

入力 

(USB)   

チャンネル数 USB オーディオ / 2 

コネクター Mini-USB コネクタータイプ B（メス） 

サンプリング周波数 / 解像度 48kHz / 16 ビット 

リモートコントロール端子 mini-USB 
Mini-USB + 

RJ45 
mini-USB 

Mini-USB + 

RJ45 

電源電圧 / 消費電力 90V ～ 240V（50/60Hz） / 最大 20W 

寸法（幅×高×奥行） 480mm×44mm×84mm（1U） 480mm×44mm×65mm（1U） 

質量 1.3Kg 
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＜『NXAE104』主な特長＞ 

パワード TD コントローラー「NXAMP シリーズ」用 AES/EBU カード『NXAE104』は、入力部にサン

プリングレートコンバーターを備えており、サンプリング周波数が 44.1～96kHz の範囲の

AES/EBU 信号を「NXAMP」にインプットすることが可能です。また、RJ45 の LAN 端子も実装し、

ネットワーク経由でリモートコントロール＆モニタリングを行うことができます。 

 
 

 

 

＜『NXAE104』主な仕様＞ 

オーディオ規格 AES/EBU 

入力チャンネル数 4 

入力コネクター XLR オス×1、メス×2 

サンプリング周波数 / 解像度 44.1-96kHz/24 ビット 

リモートコントロール端子 / 規格 RJ45×2 / IP (UDP) ベース 

消費電力 3W （NXAMP より供給） 

寸法（幅×高×奥行） / 質量 120mm×40mm×16mm / 200g 

 

 

 

＜注＞ 

１）株式会社ヤマハミュージックジャパン 

日本国内における楽器・音響機器卸販売および教室事業を行うヤマハ株式会社の 100%子会社。 

本社：東京都港区 

 

２）NEXO SA 

業務用スピーカーシステムの製造・販売を行うヤマハ株式会社の 100%子会社。1979 年設立。 

本社：フランス 

 

 

NEXO NXAMP 用 AES/EBU カード『NXAE104』
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NEXO デジタル TD コントローラー『DTD-I』 

2016 年 2 月発売予定 

 

 

 

NEXO デジタル TD コントローラー『DTD-T』 

2016 年 2 月発売予定 

 

 

 

 

 

＊文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。 

 

  この件に関するお問い合わせ先 

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 広報部 宣伝・ブランドマネジメントグループ 担当：木崎 

 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 

 TEL 03-5488-6605 

 FAX 03-5488-5063 

 ウェブサイト http://jp.yamaha.com/news_release/ 
  （取材申し込みや広報資料請求が可能です。） 

■ 一般の方のお問い合わせ先 

株式会社ヤマハミュージックジャパン PA 営業部 

 プロオーディオ・インフォメーションセンター 

 TEL 0570-050-808 （ナビダイヤル、全国共通番号） 

  （電話受付: 祝祭日を除く月～金／11:00～19:00） 

 ウェブサイト http://jp.yamaha.com/support/ 


