
Digidesign Reference Monitor Series 

 RM1 & RM2
バイアンプ方式採用のプロフェッショナル・モニタリング・システム



	•	バイアンプ方式のプロフェッショナルなモニタリング・システム

	•	アナログ及びデジタル入力	（最高 24-bit/96	kHz）

	•	高品位なリニア電源ユニットを装備した、アナログコントロールによ

るオーディオファイル・グレードのクラス Dアンプ

	•	Advanced	Transmission	Line	（ATL™）	テクノロジーの実現

する高 SPL及び秀逸な低域の伸び

	•	抜群の低歪みを実現し、他に類を見ないトーン精度と清澄度、ダイ

ナミック・レンジ

	•	パワフルなオンボード DSPエンジンにより以下の機能を実現：

-	クリーンな音像を実現する非常に正確なデジタル・クロス	

		オーバー

-	ポート式バスレフ・スピーカーのトーン特性をエミュレート	

		できる Bass	Port	Emulationモード

-	正確なゲイン・トリム、低域及び高域の調整、スピーカー配	

		置設定

	•	低ノイズ・クロック・オシレーターを備えた低ジッター・アナログ -to-

デジタル・コンバーター	（ADC）

	 •	オフアクシスのリスニング位置でも正確な周波数特性を実現する

広拡散性デザイン

RM1及びRM2の特徴 RM1 及び RM2 のリア・パネルには様々な入力端

子とコントロールが用意されています。ここでは

RM2 のリアが示されていますが、RM1 も同一です。

電源スイッチ

高域特性を設定できる HFコントロール		

	（0.5	dB単位で -4	dBから +3	dBまで）

低域特性を設定できる LFコントロール	

	(0.5	dB単位で -4	dBから +3	dBまで )

AESデジタル入力の再生チャンネル		

	（Lまたは R）	を選択できる Channel	Assign

入力感度を設定できる Gain	Trimエンコーダー		

	（0	dBから -15	dBまで）

Bass	Port	Emulationスイッチ

AES	3 デジタル入力	（XLR）		

	–	44.1,	48,	88.2,	96	kHzサンプル・レートに対応

バランス・アナログ入力	（XLR）

AESデジタル入力	（RJ-45）

AESデジタル THRU端子	（RJ-45）

高品位サウンドの探索

Digidesign は Pro	Tools®	デジタル・オーディオ・ワー

クステーションにより、プロフェッショナル・レコーディング

業界を革新してきました。その 20年以上に渡る歴史の中で、

オーディオ・プロフェッショナルに向けた画期的なテクノロ

ジーとツールを数多く開発しており、その技術革新によって

グラミー賞（Grammy®）	やオスカー賞（Oscar®）	など、業

界でも名誉ある数々の賞を受賞しています。

Digidesignのゴールは、可能な限り最高のオーディオ・クオ

リティを維持できる製品を、継続的に革新及び提供すること

にあります。そのレコーディング及びミキシング・システムは、

24-bit/192	kHzのオーディオ解像度により、比肩するもの

のないサウンド・クオリティを達成。Pro	Tools アーキテ

クチャーは真の 48-bit 固定小数点ミキサーによる約 300	

dB ものダイナミック・レンジを誇っており、またハイクオ

リティなプラグインの多くが倍精度プロセッシングによる

究極のダイナミック・レンジとヘッドルームを実現しています。

そのピュアな高品位サウンドという目標をさらに追求す

るため、Digidesign は PMC（Professional	Monitor	

Company）と共同開発を行った Digidesign®	Refe-

rence	Monitor	Series	（RMS）	の 2 種類のプロフェッ

ショナル・ニアフィールドモニター、RM1 ™	及び RM2 ™	

によりスピーカー市場にも参入を果たしました。RM1 及び

RM2 は、Digidesign のデジタル・オーディオにおける卓

越性と、PMCのハンドメイドによる美しい最先端のデザイ

ン、細心の注意を払った製造能力とを一体化した製品です。

PMC - Professional Monitor Company 
との共同エンジニアリング

英国を拠点とする PMC は、プロフェッショナルなモニター

とオーディオファイル・スピーカー・システムにおける世界

的メーカーです。同社の Advanced	Transmission	Line

（ATL™）	テクノロジーは、広帯域に渡る高品位な信号特性

と、歪みの無い正確な低域周波数特性を実現します。

オーディオ・プロフェッショナル向けに最高のサウンドを提

供するオーディオ・テクノロジーの開発と促進を社是とする

Digidesignにとって、同様の歴史を持つ PMCとパート

ナー関係を結ぶのはロジカルな選択でした。Digidesign

と PMCは、ニアフィールド・モニタリングを再定義すること

で、エンジニアが最終的にはあらゆるスピーカー・システム

で再現できるような、より優れたミックスを作り上げるのに

役立つ、非常に正確で最高のサウンドを実現するオーディ

オ・リファレンスの提供を目指したのです。

この Reference	Monitor	Series により、Digidesignと

PMC は周波数スペクトラム全域で澄み渡るサウンドを実現

し、あらゆる場所でミックスを完全な精度により再現するモ

ニタリング・システムを作り上げました。

RM1 & RM2: ニアフィールド・モニタリングの 
再定義

Digidesign	RM1 及び RM2 モニタリング・システムは、

PMCの ATLテクノロジーにより、他に類を見ない正確な低

域特性を備える、高品位なオーディオを実現しています。両

システムに搭載される革新的なオンボード・デジタル・シグ

ナル・プロセッシング	（DSP）	エンジンは、複雑なデジタル・

クロスオーバーや、ポート方式のスピーカーでもミックスが

問題なく“解釈”されるようバスレフ方式の周波数特性を

エミュレートできる Bass	Port	Emulationモードなど、

様々なタスクをマネージメントしています。

両モニターに、独自のドライバーとデジタル・エレクトロニク

ス、パワー・アンプ、キャビネット・エンジニアリングが採用

された結果、他に類を見ないトーン精度と抜群の低歪み率、

非常にクリアなサウンドと驚異的なダイナミック・レンジが

実現しています。また広拡散性により、オフアクシス位置で

リスニングしている際にも正確な周波数特性が得られます。

コンパクトな RM1 は、より大型のモニターに匹敵するパ

フォーマンスを誇り、プロジェクト・スタジオや編集スイー

ト、ホーム・スタジオや車載の移動プロダクション・システム	

（モビール）	に最適です。また、それより大型の RM2 は、競

合製品よりも比較的小さなサイズながら、パワーとサウン

ド・クオリティは“ビッグ”であり、レコーディング・スタジオ

やミキシング・スイート、ポスト・プロダクション・ファシリ

ティ、ブロードキャスト・インストールや、高い SPL	（音圧レ

ベル）	や低域の伸びを必要とするルームに適しています。

Advanced Transmission Line （ATL） テク
ノロジー

PMCの ATLテクノロジーは、洗練されたキャビネット・エ

ンジニアリングと専用ドライブ・ユニット及びクロスオー



RM2

RM1

液体冷却式の 1 インチ	(27	mm)		

	ソフトドーム HFドライバー

ATLデザインに最適化された 5.5インチ		

	（140	mm）	LFドライバー

	アナログコントロールによるクラス Dアンプ

を各ドライバーに独立装備

ATLデザインに最適化された 6.7インチ	

	（170	mm）	LFドライバー

バー・コンポーネント、特許取得吸音材の組み合わせにより、

密閉型やポート式のスピーカー・モデル・デザインと比較し

た際にも大幅なメリットを実現。それにより、Digidesign	

RMSスピーカーは、より高い SPLにおけるオーディオ解像

度の向上と、歪み率の低減、さらには周波数特性や、より

ディープかつ明瞭な低域を実現できるのです。

RM1 及び RM2 は ATLテクノロジーにより、同等以上のサ

イズのドライバーを使用した同様のサイズのスピーカー以上

の高ボリュームと低域への伸びを生み出すことができます。

また、ボリュームの大小の設定を問わず一定の周波数特性

が得られます。つまり、最高の低域特性を達成するためにボ

リュームを大きく持ち上げる必要がないのです。

オンボード DSPエンジン

両モニターには、複雑な周波数クロスオーバーやスピー

カー・ポジショニング EQ 設定、トリム・レベル、Bass	

Port	Emulation設定など様々なタスクをマネージメント

する、48-bit固定小数点 DSPエンジンが搭載されています。

DSPベースの 2 ウェイ・デジタル・クロスオーバーは、ほぼ

ゼロ位相シフトを達成する急峻かつピュアなフィルター・デ

ザインによる最高レベルのクリーンなクロスオーバーであ

り、ドライバーへ送られるシグナルに歪みや干渉も皆無で

す。また、2 基のドライバー間の特性とロールオフ率が最高

のマッチングを実現するよう、正確に最適化可能。これによ

り、HF及び LFドライバー間のシームレスな統合と、より広

いリスニング空間における秀逸な位相特性が実現します。

Bass Port Emulation

RM1 及び RM2 には、ポート式バスレフ・スピーカーのサ

ウンド・キャラクターをエミュレートできる Bass	Port	

Emulationモードが搭載されています。このモードにより、

ミックスが典型的なポート式スピーカーで再生された場合

のサウンドに切り替えることができ、その種のタイプのス

ピーカーで色付けされる特性を補正可能となります。

オンのポジションへ切り替えると、DSP が周波数特性を操

作して、ポート式スピーカーで誇張される低域特性をエミュ

レートします。オフ・ポジションでは正確な低域特性となり、

色付けは排除されます。

アナログコントロールによる 
クラス Dパワー・アンプ

RM1 及び RM2 は、デジタル・アンプによる効率、サイズの

メリットと、オーディオファイル・リニア・アンプの精度とコ

ントロール性、サウンド・クオリティとを組み合わせた、アナ

ログコントロールによるクラス D アンプを採用しています。

各スピーカー内のパワー・アンプ・セクションはリニア・クラ

ス Aアンプと比較すると 92％の効率であり、これは一般的

には 50％程度の効率です。つまり、Digidesign	RMSモ

ニターでは、電源の大半が余分な発熱でなくドライバーの駆

動に使用されており、標準的なクラス A やクラス B スタイ

ルのアンプと比較すると、よりコストとエコロジーに優しい

仕様となっています。

典型的なクラス D アンプでは周波数特性が負荷依存となり

ますが、Digidesign	RMSモニターに採用されたアンプは

シングル・フィードバック・ループを採用することで、スピー

カー電圧をダイレクトに感知しています。これにより、ドラ

イバーによるリアクティブ負荷に左右されず非常に正確な

アンプ周波数特性が提供され、モニターではより低歪みに

よる、より高音質が実現します。また独自のアナログ・コン

トロールによりモニター上で、ドライバーの負荷にかかわら

ず、よりフラットな周波数特性が生み出されます。

高品位なリニア電源

Digidesign	RMS モニターは、スイッチモード・デザイン

でなくハイクオリティなリニア・パワー・サプライを採用す

ることで、2 倍のピーク電流ヘッドルームと、オーディオ回路

と電源間における最高のノイズ・アイソレーションを実現し

ています。典型的なスイッチモード電源にはノイズや無線

周波数干渉	（RFI）	の問題があり、アンプだけでなく、同一

のパワー・サプライ上に接続された、あるいは近接した感度

の高い機器へも影響を与える可能性があります。



Digidesign RMSシリーズの仕様

一般 
周波数特性

ピークSPL	@	1m

有効ライン長

ドライブ・ユニット:	LF	

ドライブ・ユニット:	HF

クロスオーバー周波数

HF調整

ＬF調整	

入力端子

アナログ

デジタル	(AES/EBU)

入力インピーダンス

感度

入力レベル	(フルスケール出力)

ゲイン・トリム

アナログ-to-デジタル仕様

最大入力レベル

SN比

THN	+	Noise

変換レート

デジタル-to-アナログ仕様	
出力電圧

SN比

THD	+	Noise

パワー・アンプ

出力電力

THD	+	Noise

SN比

周波数特性

効率

外形寸法/重量/仕上げ

外形寸法	

	

重量

仕上げ

	 RM1 	 RM2
	 50	Hz	-	25	kHz	 40	Hz	-	25	kHz

	 111	dB	 113	dB

	 1.5	m

	 5.5インチ	（140	mm）		 6.7インチ（170	mm）		

	 ドープコーン/鋳造合金筐体	 ドープコーン/鋳造合金筐体

	 	1インチ（27	mm）流体冷却式ファブリック・ソフト・ドーム

	 3	kHz

	 -4	dB	-	+3	dB	（0.5	dBステップ）;	コーナー周波数	1	kHz

	 -4	dB	-	+3	dB（0.5	dBステップ）;		 -4	dB	-	+3	dB（0.5	dBステップ）;		

	 コーナー周波数	750	Hz	 コーナー周波数	500	Hz

	
	 XLRメス	-	2番ホット（PIN	1	GND,	PIN	2	+,	PIN	3	-）

	 XLRメス	-	2番ホット（PIN	1	GND,	PIN	2	+,	PIN	3	-）

	 22	k	Ohm

	
	 +4	dBu	-	+19	dBuに調整可能

	 0	dB	-	-15	dBにノミナル・ゲイン設定（	1	dBステップ）	

	 20.9	dBu

	 111	dB	A-weighted

	 -95	dB

	 24-bit/96	kHz

	
	 6.37	VRMS

	 110	dB	A-weighted

	 -95	dB

	
	 LF:	80	Watts,	HF:	50	Watts	 LF:	100	Watts,	HF:	50	Watts

	 0.05%

	 125	dB

	 DC	-	50	kHz

	 >92%（フル・パワー時）

	
	 高さ:	290	mm		 高さ:	400	mm	

	 幅:	155	mm		 幅:	194	mm	

	 奥行き:	300	mm		 奥行き:	370	mm

	 6.4	kg/ユニット		 9	kg/ユニット

	 ダークグレイ・テクスチャー	（RALカラー9004）
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