PANARAY MSA12X

DIGITAL BEAM-STEERING
LOUDSPEAKER

際立つサウンド、溶け込むスピーカー
教会、礼拝所、講堂、
博物館などにおいて、音は不可欠な要素です。空
間に調和した適切なオーディオソリューションは、体験をより良いもの
にすることができます。
しかし、
スピーカーが空間インテリアと調和しな
かったり、
このような空間が求める機能と柔軟性を備えていないことも
少なくありません。
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Bose ProfessionalのPanarayスピーカーは、教会、礼拝所、講堂、博
物館などの空間に最適です。
スリムで美しいデザインのPanarayスピ
ーカーがクリアなオーディオ体験を提供します。
フルレンジのサウンド、
極めて明瞭な拡声、
垂直可変カバレージコントロールで音響的に難し
い空間でも対応します。
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プロジェクトを成功に導く垂直可変モジュラーラインアレイ
PanarayMSA12Xスピーカーは新たなレベルのコントロールと利便性
をもたらします。
パワード仕様のMSA12Xスピーカーは、
低コストながら
ビームステアリング機能を搭載し、設計・注文・設置が簡単なモジュ
ラー式ソリューションです。

主な特長

Panaray MA12またはMA12EXを、
ディレイスピーカーまたはフィルス
ピーカーとしてシステム構成に加えることもできます。
MSA12Xとボー
ズのプロセッサー、
アンプ、サブウーファー、
エンドユーザーのハードウ
ェアまたはソフトウェアコントロールを併用することで、
シームレスなソ
リューションが実現します。
モジュール構成

低域までビームコントロールが可能なフルレンジサウンドにより、
ス
ピーチ、音楽の両方に対応
電気制御によるステアラブル垂直カバレージとスタイリッシュなデ
ザインで、
すっきりとした空間に溶け込む外観を実現

簡素化された設計プロセスで、
3台までモジュールを連結して使用
した柔軟な設置が可能

構成とカラー
モジュラー方式のデザインで1～3台のMSA12Xユニットを垂直方向に
アレイ可能。
有効到達距離、
低周波のカバレージ、SPLの各要件に基づ
くシンプルな基準で、
システム設計を迅速に実施できます。ホワイトと
ブラックをご用意。必要に応じて、塗装も可能です。

トランスデューサーごとに個別のアンプとDSP処理を実施
1モジュールあたり12個のドライバー
（600 W）

Dante®デジタルオーディオネットワークインターフェースおよびラ
インレベルのアナログ入力に対応

一般的な部屋の形状やカバレージのニーズに合わせて開発された
シングルビームおよびデュアルビームプリセット
扇型の部屋を含む広い部屋の形状に対応するための160°の水平
カバレージ

ControlSpace Designerソフトウェアを使用した、統合されたセッ
トアップ、
プリセットの呼び出し、
モニタリング
すべてのブラケットと連結配線用ケーブルが付属、
アクセサリーを
別途購入する必要なし

Dante対応

ネットワークオーディオとコントロール
内蔵のDanteネットワーク接続を介して、
デジタル
オーディオをMSA12Xに送信します。
また、
このポー
トをControlSpaceネットワーク統合に使用すると、
ControlSpace対
応プロセッサー、
エンドユーザーコントロール、
サードパーティの制御シ
ステムからの制御、
モニタリング、およびビームプリセットの呼び出し
が可能になります。
また基本的なアプリケーションでは、
アナログ入力
も使用できます。
Bose Array Toolソフトウェア

標準的な有効到達距離（4） 10 m
最大／ピーク音圧

(3)

ビームコントロール
LFリミット

ダブル
2m

トリプル
3m

25 m

35 m

97／103 dB
10 m

96／102 dB
20 m

95／101 dB
30 m

500 Hz

250 Hz

160 Hz

PRO.BOSE.COMから無料でダウンロードできます。

実環境に即したバーチャルサウンドデザイン

Bose Array Toolソフトウェアは、音響システムを迅速かつ正確に設計
できるツール。
直感的な3ステップのインターフェース、
なじみのあるワ
ークフロー、
ダイレクトフィールドの演算エンジンにより、すぐに使えて

ステップ1: リスニングエリアの壁や天井を描画
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シングル
1m

自由にシミュレーションが可能。
3つのビームパターンから1つを選択し、
投射範囲とビーム角度を座席エリアの壁や天井にドラッグ。
カバレージ
予測をリアルタイムで評価します。

ステップ2: スピーカーを選択して配置

ステップ3: ControlSpace Designerを
使用してモジュール構成を送信
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コラム式アレイスピーカーの利点
コラム式アレイスピーカーは、
一列に並べたドライバーユニットを使用 フィードバックも起こりにくく、
残響の多い空間でも遠くまで音が届きま
して線状音源理論を適用。
これにより、
ポイントソーススピーカーと比較 す。
また、
デジタルビームステアリングを使用して、
より正確なカバレー
して空間の前方から後方まで均一なサウンドを提供できます。
コラム
ジを実現します。
式アレイ設計により、垂直方向の音の広がりが抑えられ明瞭さが向上。
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ビームステアリングでより広範囲の座席エリアをカバー
従来のコラム式アレイでは、一部の聴衆し
かカバーができなかった

従来のコラム式アレイには、明瞭度向上のため垂直カバレージの広がりが抑えられて
います。
そのため、
カバレージを正確に聴衆に定める必要があります。音の拡がりが制
限されるため、
追加のスピーカーが必要になり、
それを取り付けるための労力とコスト
もかかります。
MSA12Xは、最新のデジタルビームステアリングテクノロジーとアルゴ
リズムを使用して、数台のモジュールで必要な場所にサウンドを届けることができま
す。
柔軟性と適応性を備えると同時にクリアで一貫したサウンドを提供するスピーカー
デザインを採用することで、現在のシステム設計者は従来の制約を受けることがなく
なりました。

ビームパターンのオプション
アレイの取り付け位置とカバレージエリアの形状に基づき、
異なる3つのビームパターンオプションから選択可能。
さらに、
任意のモジュール構成
（シングル、
ダブル、
トリプル）
とビームパターンの組み合わせで、
デュアルビームモード
（下図を参照）
を設定できます。

ベーシックステア／スプレッド

最も基本的なビームパターンでは、
ビームの軸を垂直に向け、
その軸から
ビームを拡げることができます。

フラットフロア用

聴衆の耳の高さより少し上にアレイが取り付けられているフラットフロアに
最適。前列から後列まで一貫したカバレージを提供します。

ベーシックステア／スプレッドとフラットフロア用パターンの両方で利用可能なボーカルレンジスムージングオプションは、
ターゲットのリスニング
エリア全体でボーカルレンジの音質の一貫性を維持するのに役立ちます。
また、ヘッドルームを最小限に抑えてビームのサイドローブを抑制し
ます。
傾斜フロア用

傾斜したフロアや平らなフロアを比較的高いアレイ位置からカバーする
のに最適。垂直方向の非対称ビームを出力します。

エンドユーザープリセット
MSA12Xがネットワーク化されたBose
ControlSpaceシステムの一部である場合、
エンド
ユーザーはビームプリセットを切り替えて、ニーズ
に合わせて即座にサウンドカバレージを変更でき
ます。
設計者は、壁のコントロールやControlSpace
Remoteアプリなどのユーザーインターフェースに
呼び出せるビームプリセットを登録するか、
スケジュ
ールされたタイマーイベントやサードパーティの制御システムにプリ
セットを登録するだけ。例えば、
部屋半分または全室カバレージ、会議
室分割のカバレージ、バルコニーのカバレージなどを設定できます。

PRO.BOSE.COM

デュアルビームモード

アレイのすべてのドライバーを両方のビームに同時に利用することによ
り、
デュアルビームモードでは2つのビームパターンを独立して使用可能。

スムーズな設置
コラム式スピーカーの設置は扱いにくい場合があります
が、MSA12Xは多くの一般的な課題を解消し、設置しやすく設
計されています。
最初に、
モジュール構成に必要なすべての金具類をスピーカ
ーに同梱しています。お客様は壁面取り付けネジを用意する
だけです。次に、
モデルの寸法はすべて同じです。特殊なサイ
ズはありません。製品種類もシンプルです。
グローバルな流
通により一貫して即座に入手可能な在庫を用意しています。
そして、付属のブラケットで革新的な「ハングアンドマウント」
技術を使用すると、
インストールプロセスがさらに便利にな
ります。
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システム構成の例

Panaray MSA12X
左2本スタック

Panaray MSA12X
右2本スタック

上部接続パネル

下部接続パネル

（ブラケットと機器相互配線ケーブル付属）

ACライン

ACライン

Dante／コントロール

Dante／コントロール

ControlSpace WB22B-U
ウォールプレート

MB210サブウーファー

Dante／コントロール／PoE

AmpLink
接続

壁面設置用タブレット／
ControlSpace Remote app
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Dante／コントロール

PoEネットワークスイッチ

他のDante対応機器のオーディオ
（ミキシングコンソール、マイク、エンドポイント）

ControlSpace ESP-880ADプロセッサー

PowerSpace P21000Aアンプ

スピーカー出力
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技術仕様
モジュール1台のパフォーマンス
（1）
周波数特性（-3 dB）

75 Hz～17 kHz

（1）
再生周波数帯域（-10 dB）

58 Hz～18 kHz

水平指向性（2）
垂直開き角度

垂直ビームステアリング角度

160°
ソフトウェアで調整可能: 1モジュール: 最大30°、2～3モジュール: 最大40°（垂直）
+/- 20°

（3）
最大音圧（1 m）

112 dB

複数モジュールのパフォーマンス

1モジュール:

2モジュール:

3モジュール:

標準的な有効到達距離（4）

10 m

25 m

35 m

距離

10 m

20 m

30 m

上記距離における最大音圧（3）

97 dB (103 dB peak)

96 dB (102 dB peak)

95 dB (101 dB peak)

低域ビーム制御限界

500 Hz

250 Hz

160 Hz

ドライバー（フルレンジコーン）

57 mm（2.25インチ × 12）

57 mm（2.25インチ × 24）

57 mm（2.25インチ × 36）

12 × 50 W

24 × 50 W

36 × 50 W

1m

2m

3m

アンプチャンネル／定格出力
アレイの物理的な高さ
電気性能（1台のモジュール）
AC電源電圧

ユニバーサル（85～264VAC/50/60 Hz）

AC電源コネクター

IEC60320-C14

消費電力

120VAC/240VAC: 25 W（アイドル時）、275 W（最大時）

オーディオ入力
アナログオーディオ入力コネクター

3ピンPhoenixコネクター（5）

最大アナログオーディオ入力レベル

0 dBu / +10 dBu / +24 dBu（PADオン時）

入力感度

15 dBu

入力インピーダンス

20kΩ

デジタルオーディオ入力

入力: 2チャンネルのDante®デジタルオーディオネットワーク
（RJ-45）、拡張: LVDS（RJ-50）

デジタル出力

拡張: LVDS（RJ-50）

DSP
ソフトウェア、設計、
アレイパラメータの作成

Bose Array Tool（迅速なダイレクトフィールドの予測）、Bose Modeler（高度なダイレクト残響予測）

ソフトウェア、
プログラミング／制御／モニタリング

Bose ControlSpace Designer

A/DおよびD/Aコンバーター

24ビット、48 kHz

サポートされるビーム数（5）

2

FIRフィルターのサポート
（ローカルMSA12X）

1024タップ@48 kHz

ユーザープリセット数（ローカルMSA12X）

10

オーディオレイテンシー

5.7 ms

物理的仕様
エンクロージャー

塗装可能なパウダーコートされたアルミ押出材のサイドウォールとスチール製のエンドキャップ

グリル

パウダーコートされたアルミ
（塗装可）

インジケーターおよびコントロール

パワー、
リミッター、エラー

動作温度範囲（周囲温度）

0°～40° C

冷却システム

自然対流方式、製品下部から上部へのエアーフロー

使用可能環境

屋内専用

吊り下げ／取り付け

一体型のウォールマウントブラケット
（水平両方向に90°まで角度設定が可能）

寸法 (H × W × D)

984 × 106 × 206 mm

質量

14.5 kg

梱包質量

19.21 kg

アクセサリー（付属品）

電源コード（1）、モジュール間接続電源ケーブル（1）、RJ-50拡張ケーブル（1）、Phoenixコネクター（1）、
ウォールマウントブラケット／スピーカーブラケットセット
（2）
、モジュール間接続ブラケット
（1）
、結束バンド
（12）
、
ボーズロゴ（1）、追加のM6フランジナット
（4）、六角頭ボルト
（8）、水平固定ブラケット
（1）

製品コード
ブラック
（RAL 9005）

[787856] - 1110、2110、3110、4110、5110

ホワイト
（RAL 9010）

[787856] - 1210、2210、3210、4210、5210

脚注:
（1） 無響空間の軸上で推奨EQを使用して1 mの距離で測定した周波数特性および周波数レンジです。
（2） 平均1～4 kHz、-6 dB
（3） 最大音圧は、電力圧縮を除外し、ビームステアリング、
スプレッディング、
スムージングの機能を適用せず、
自由音場（音響負荷ゲインなし）感度に基づいて計算された値です。
（4） 空間の響きと明瞭性を考慮した代表的なカバレージ距離を示します。
（5） アナログオーディオ入力時は1ビームに制限されます。2ビームの機能はDante入力でサポートされます。
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