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BSS AUDIOは、ユーザーが機能を自在にプログラムできるデジタル・プロセッサーSoundweb Londonを開発しています。

最大256チャンネルを伝送できるBLU linkネットワークと、高度な信号処理を実行する強力なDSPを搭載。

システム設計の自由度が高く拡張性に富むため、設備やSRなど様々なフィールドに導入されています。
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音響システム構築の作業効率を劇的に上げる、�
プロフェッショナル・ツール
Audio Architectは、音響システムの設計、アンプやシグナルプロセッサーなどの機器の
設定、運用中のシステム状況のモニタリングを行うソフトウェアです。従来のシステム設計
ソフトウェア“System Architect”にBSS AUDIOのシグナルプロセッサーのプログラミン
グソフトウェア“London Architect”を統合した次世代バージョンで、より使いやすく操作性
も改善しました。
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［動作要件］
OS:�Windows�7/Windows�8.1※/Windows�10（いずれも64ビット）
・最小環境
CPU：�64ビット��デュアルコア@2.0GHz以上
RAM：4GB
・推奨環境
CPU：64ビット��デュアルコア@2.5GHz以上
RAM：8GB以上

音声信号処理を自在にプログラム可能。自由なシステム構築を可能にするデジタル・プロセッサー。

・��カスタムパネルは、調整頻度の高い項目やモニタリングの必要の
あるメーターなどを集約し、1枚のパネル上に配置する機能です。
設定は配置したい項目をドラッグ＆ドロップするだけ。パネル内の
グラフィックはユーザーが自由にカスタマイズできます。実際の運
用時に調整する項目のみをディスプレイ上に表示すれば、機器に
不慣れなスタッフでも安全に音響システムを調整可能。複雑かつ
大規模な音響システムも安全、確実に運用できます。

Soundweb London

Audio Architect

■カスタムパネル

・��論理回路をAudio�Architect上で構築
し、音響システムと連動して運用できま
す。AND/OR/NOT/NOR/NANDな
どの論理ゲートを用いて回路を自由に
構築可能。1回のアクションで、複数の
MUTEスイッチを操作する、インヒビット
回路を構築するなど、活用方法により用
途は無限に広がります。

■ロジックによるシステムコントロール

・��制御コマンドをスプレッドシートに書き出せ
ます。
・��Soundweb�London本体の設定のほか、
対応するCROWNのパワーアンプの設
定、制御も行えます。

■外部機器との柔軟な連携

■ Soundweb Londonは、機能を自在にプログラムできる音
声信号プロセッサーです。信号処理系統の設計と実装を
PC上からリアルタイムに行うことが可能です。

■ブロックダイヤグラムを書くように音声処理システムを構築で
きるソフトウェアAudio Architectを用意（下記参照）。短時
間で設計を完了できます。

■要求する機能に合わせてDSPをプログラムできるので、目的
に合致したシステムを構築できます。DSPのプログラムは、
機器の配線後でも書き換えが可能。機能や仕様の修正に
即座に対応することができ、ハードウェアの変更費用がかか
りません。

■ PCからの制御だけではなく、ASCII、HEXなどの制御コマンド
を使用した外部制御が可能。PCを接続することなく、システ
ムの信号レベルやミュート、プリセットなどをタッチパネルや専
用のコントローラーで制御する場合に最適です。さらにRS-
232やイーサネット、RAW-MSGエクステンション・プロトコル
を介して外部機器の制御も可能です。

イーサネット

Audio Architect
ソフトウェア

BLU－10

リモートコントローラー

BLU－8

Soundweb London

GPIコントローラー

BLU－GPX

カスタム
コントローラー

タッチパネル
ディスプレイ

■ �制御用ネットワークのイメージ

■ 12入力/6出力の汎用入出力（GPIO）を標
準装備※しています。汎用入力は、ON/OFF
の2値はもちろん、ラダー抵抗やフェーダーと
組み合わせて多段値や連続値を検出でき、
ミュートのON/OFFやレベルの設定、プリセッ
トの読み込みを外部から行えます。汎用出力
は2値論理レベルで、ソース電流10mA、シン
ク電流60mAの駆動能力を持ち、LEDやリ
レーなどを制御できます。

 　※BLU-BIB、BLU-BOB1、BLU-BOB2には装備していません。

※バージョンにより、推奨環境が異なる場合があります。　※Windows�8には対応していません。
※�推奨環境のすべてのコンピューターについて動作を保証するものではありません。
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■16chの音声入出力を装備。入力または出力、アナログまたはデジタルから選択でき、オーダー時に4ch単位で指定
可能。エコーキャンセル機能、テレホンハイブリッド機能を追加できる入力カードも用意。

■高性能DSPチップを搭載し、入力された音源をパワーアンプに出力するまでの様々な信号処理を1台で実行。

■最大256chを伝送できる音声信号バスBLU�linkと強力なDSPを組み合わせて、多チャンネルの信号処理システム
を構築可能。

■BLU-800はCobraNetに対応し、32×32ch（48kHz）、16×16ch（96kHz）のデジタル入出力が可能。

■BLU-806はDanteに対応し、64×64ch（48kHz）、32×32ch（96kHz）のデジタル入出力が可能。

1Uプログラマブル・デジタル・プロセッサー

BLU-160 オープンプライス

BLU-160

プログラマブル・デジタル・プロセッサー

BLU-800 オープンプライス

1U

CobraNet対応

プログラマブル・デジタル・プロセッサー

BLU-806 オープンプライス

1U

Dante対応

■プログラマブル・デジタル・プロセッサー
ラインナップ

商品名 音声信号バス/伝送方式※ 音声入力 音声出力 DSP能力 備考

プログラマブル・
デジタル・プロセッサー BLU-160 BLU�link（256ch）

16ch、アナログまたはデジタル（4ch単位で発注時に指定） ×2 エコーキャンセル機能、
テレホンハイブリッド機能を搭載可能。BLU-800� BLU�link（256ch）

CobraNet（32×32ch）

BLU-806 BLU�link（256ch）
Dante（64×64ch）

固定入出力
プログラマブル・
デジタル・プロセッサー
（P.04）

BLU-100

BLU�link（48ch）

12ch、アナログ 8ch、アナログ

×1

ー

BLU-101 12ch、アナログ 8ch、アナログ エコーキャンセル機能を搭載。

BLU-102 10ch、アナログ＋Tel.�Hyb. 8ch、アナログ エコーキャンセル機能、
テレホンハイブリッド機能を搭載。

BLU-50 4ch、アナログ 4ch、アナログ 1U�ハーフラックサイズ

※48kHz時。

BLU-806

仕様はP.10を参照
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■音声入出力固定のハイ・コストパフォーマンスモデル。音声入力はアナログ12ch、音声出力はアナログ8ch。

■入力された音源をパワーアンプに出力するまでの様々な信号処理を1台で実行。

■音声信号バスBLU�linkを搭載し、最大48chを伝送可能。

BLU-100

固定入出力プログラマブル・デジタル・プロセッサー

BLU-100 オープンプライス

1U

■音声入出力固定のハイ・コストパフォーマンスモデル。音声入力はアナログ12ch、音声出力はアナログ8ch。

■入力された音源をパワーアンプに出力するまでの様々な信号処理を1台で実行。

■音声信号バスBLU�linkを搭載し、最大48chを伝送可能。

■エコーキャンセル機能を内蔵。

BLU-101

固定入出力プログラマブル・デジタル・プロセッサー

BLU-101 オープンプライス

1U

■音声入出力固定のハイ・コストパフォーマンスモデル。音声入力はアナログ10chとテレホンハイブリッド、�
音声出力はアナログ8ch。

■入力された音源をパワーアンプに出力するまでの様々な信号処理を1台で実行。

■音声信号バスBLU�linkを搭載し、最大48chを伝送可能。

■エコーキャンセル機能に加え、テレホンハイブリッド機能を内蔵。

BLU-102

固定入出力プログラマブル・デジタル・プロセッサー

BLU-50 176,000円（税抜160,000円）

固定入出力プログラマブル・デジタル・プロセッサー

BLU-102 オープンプライス

1U

■DSP処理能力はそのままに、筐体を1Uハーフラックサイズに抑えた音声入出力固定のハイ・コストパフォーマン
スモデル。音声入力はアナログ4ch、音声出力はアナログ4ch。

■入力された音源をパワーアンプに出力するまでの様々な信号処理を1台で実行。

■音声信号バスBLU�linkを搭載し、最大48chを伝送可能。

■12〜48Vの外部電源（電源アダプター付属）、もしくはPoE＋、IEEE�802.3atで動作。

■ラックマウント金具が標準で付属。

BLU-50

ラックマウント金具装着時。

仕様はP.11を参照

ハーフラック
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■BLU-BIBは8chのアナログ入力を拡張。BLU-BOB1とBLU-BOB2は8chのアナログ出力を拡張。

■最大256chを伝送できる音声信号バスBLU�linkを搭載。

■BLU-BIBとBLU-BOB1は1Uハーフラックサイズ※、BLU-BOB2は1Uサイズ。

■12Vの外部電源で動作（電源アダプター付属）。
※ラックマウント金具は付属していません。

BLU-BOB2

出力エキスパンダー

BLU-BOB1 ハーフラック

BLU-BOB2 1U

 オープンプライス

BLU-BOB1

入出力エキスパンダー

BLU-120 オープンプライス

1U

BLU-120

■16chのアナログまたはデジタル入出力を拡張。

■入出力は、入力または出力、アナログまたはデジタルから選択でき、オーダー時に4ch単位で指定可能。�
エコーキャンセル機能、テレホンハイブリッド機能を追加できる入力カードも用意。

■最大256chを伝送できる音声信号バスBLU�linkを搭載。

■BLU-320はCobraNetに対応し、32×32ch（48kHz）、16×16ch（96kHz）のデジタル入出力が可能。

■BLU-326はDanteに対応し、64×64ch（48kHz）、32×32ch（96kHz）のデジタル入出力が可能。

入出力エキスパンダー

BLU-326 オープンプライス

Dante対応

1U

入出力エキスパンダー

BLU-320 オープンプライス

CobraNet対応

1U

BLU-320

入力エキスパンダー

BLU-BIB オープンプライス

ハーフラック

BLU-BIB

■入出力エキスパンダー
ラインナップ

商品名 音声信号バス/伝送方式※ 音声入力 音声出力 備考

入出力エキスパンダー BLU-120 BLU�link（256ch）

16ch、アナログまたはデジタル
（4ch単位で発注時に指定）

エコーキャンセル機能、
テレホンハイブリッド機能を

搭載可能。
BLU-320 BLU�link（256ch）

CobraNet（32×32ch）

BLU-326 BLU�link（256ch）
Dante（64×64ch）

入力エキスパンダー BLU-BIB

BLU�link（256ch）
8ch、アナログ - -

出力エキスパンダー BLU-BOB1
BLU-BOB2 - 8ch、アナログ -

※48kHz時。

仕様はP.10を参照

■�オプション ラックマウントトレー
■1U Rack-Mount Kit

オープンプライス
• ハーフラックサイズのBLU-BIBまたはBLU-BOB1をラックマウ
ントするための金具。2台までマウント可能。

• 1台のみをマウントする場合のブランクを塞ぐブランクパネルが
1枚付属。 本体装着時
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GPIOエキスパンダー

BLU-GPX オープンプライス

BLU link-Danteブリッジ

BLU-DA オープンプライス

入力カード/出力カード

デジタル入力カード オープンプライス

デジタル出力カード オープンプライス

入力カード/出力カード

アナログ入力カード オープンプライス

アナログ出力カード オープンプライス

入力カード

テレホンハイブリッドカード オープンプライス

■ Soundweb�London用入出力カード

■ Soundweb�London用オプション

■��Soundweb�Londonと接続して、汎用入出力（GPIO）機能を拡張。（ユーザーや）外部機
器とのインターフェースを自在に設計して、使いやすい音響システムを自由に構築可能。

■��36個の制御入力（GPI）と23個のロジック出力（GPO）、8個のリレー出力を装備。

■��スイッチやフェーダー、LEDを汎用入出力と接続すれば、Soundweb�Londonの専用コ
ントロールパネルも容易に実現。各種のセンサーと組み合わせて、外部環境の変化に応
じた音響設定の制御も可能。

　 �制御入力・・・ON/OFFの2値はもちろん、ラダー抵抗やフェーダーと組み合わせて、多段
　　　　　値や連続値を検出可能。

ロジック出力・・・2値論理レベルで、ソース電流10mA、シンク電流60mAの駆動能力。

リレー出力・・・NO（メーク）接点とNC（ブレーク）接点を組み合わせたトランスファー接点。　
　　　��　　47個のコモン（グラウンド）端子と12個の基準電圧端子を利用でき、多系統の
　　　��　　�配線に便利。

■��点滅動作をプログラム可能な48個の3色LEDを前面パネルに搭載。

■��液晶ディスプレイには、プログラム動作と連動して英数文字列を表示可能。

■��警告音等の発生に利用できる発音動作をプログラム可能な圧電ブザーも内蔵。

■��BLU-GPXの機能は、“Audio�Architect”（P.02参照）を使って設定。

■��Soundweb�LondonなどのBLU�linkとDanteを相互に変換。

■��最大256chを伝送できる音声信号バスBLU�linkを搭載。

■��Danteに対応し、64×64ch（48kHz）、32×32ch（96kHz）のデジタル入出力が可能。

■��“Audio�Architect”（P.02参照）で設定や制御、モニタリングを実行。

■��ラックマウント金具が標準で付属。

入力カード

AECカード オープンプライス

■��Soundweb�Londonにエコーキャンセル機能
を追加する入力カード。

■��4系統のエコーキャンセラーおよび、自動ゲイ
ン制御、ノイズキャンセル機能など会議システ
ムを高品位に実現する豊富な信号処理機能を
搭載。

■��アナログ音声信号の入力/出力を行うカード（4チャンネル）。

■��入力カードはマイク/ラインレベル。ファンタム電源を供給でき、チャンネルごとにON/
OFFが可能。出力カードはラインレベル。

■��AES/EBUまたはS/PDIFの音声信号の入力/出力を行うカード（4チャンネル）。

■��AES/EBUとS/PDIFは、2チャンネル単位で組み合わせが可能。

■��Soundweb� Londonに
テレホンハイブリッド機能
を追加する入力カード。

■��標準アナログ電話回線
（POT）を1系統、マイク/
ライン入力を2系統搭載。

仕　様��BLU-GPX
制御入力（GPI） 系統数 36

入力電圧 0〜4.5V
インピーダンス 2ワイヤモード：4.7kΩで5Vへプルアップ、

3ワイヤモード：1MΩ
ロジック出力（GPO） 系統数 23

出力電圧・電流 0V/60mAシンク、+5V（無負荷）/10mAソース
インピーダンス 440Ω

リレー出力 系統数 8
端子 NO、NC、コモン
定格負荷 AC125V、3A

動作監視（Watchdog）出力 フォトカプラー、最大14mA
ネットワーク 端子・形式 RJ-45×2（A、B）
電源 プライマリ PoE、IEEE�802.3af

セカンダリ DC12V（19W）、電源アダプター（AC100V、50/60Hz）
寸法（W×H×D） 483×44×194mm（除突起部）
質量 2.5kg
付属品 電源アダプター

仕　様��BLU-DA
BLU�link バス数 カスケードバス最大256ch

端子・形式 RJ-45×2
最大伝送距離 100m（CAT5eケーブル）
最大ノード数 60
パススルーレイテンシー 0.08ms（48kHz）

Dante 入力チャンネル数 64ch（48kHz）
出力チャンネル数 64ch（48kHz）
端子・形式 RJ-45×2（プライマリ/セカンダリ）

ネットワーク 端子・形式 RJ-45
電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 55W
寸法（W×H×D） 217×44×330mm（除突起部）
質量 2.4kg
付属品 ラックマウント金具×2、ラックマウント金具固定ねじ×8、

ラックマウントねじ（ねじ×4、ワッシャー×4）、
ゴム足×4（1シート）、電源コード

1U

Dante対応

ハーフラック
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壁面取付パネル型リモートコントローラー

EC-4B オープンプライス
壁面取付パネル型リモートコントローラー

EC-V オープンプライス

壁面取付パネル型リモートコントローラー

EC-8BV オープンプライス

■��RJ-45×1を搭載した壁取付コントローラー。
■��プログラム可能なスイッチ×4と液晶画面を装備。
■��液晶画面には任意のテキストを表示可能。機能に合わ�
せて8色のカラーを設定できるため、視認性の高いオペ
レートが可能。また、一定時間、操作がない場合はLED
がOFFになるSleep機能も装備。

■��“Audio�Architect”で設定が可能。Locate機能を搭載
し、ソフトウェア上の仮想システムと実際のシステムとの
同期が直感的に実行可能。

■��PoEまたはPoE+で動作。
■��白と黒を用意。パネル寸法はW76×H120mm。

■��RJ-45×1を搭載した壁取付コントローラー。
■��スイッチ動作にも対応した、プログラム可能なロータ
リーフェーダー×1を装備。

■��ロータリーフェーダー周囲のLEDは、機能に合わせて8
色のカラーを設定できるため、視認性の高いオペレート
が可能。また、一定時間、操作がない場合はLEDがOFF
になるSleep機能も装備。

■��“Audio�Architect”で設定が可能。Locate機能を搭載
し、ソフトウェア上の仮想システムと実際のシステムとの
同期が直感的に実行可能。

■��PoEまたはPoE+で動作。
■��白と黒を用意。パネル寸法はW76×H120mm。

■��RJ-45×1を搭載した壁取付コントローラー。
■��プログラム可能なスイッチ×8と液晶画面、スイッチ動作にも対応したロータリーフェー
ダー×1を装備。

■��ロータリーフェーダー周囲のLEDは、機能に合わせて8色のカラーを設定可能。また、液
晶画面には任意のテキストを表示。一定時間、操作がない場合はLEDがOFFになる
Sleep機能も装備。

■��“Audio�Architect”で設定が可能。Locate機能を搭載し、ソフトウェア上の仮想シス
テムと実際のシステムとの同期が直感的に実行可能。

■��PoEまたはPoE+で動作。
■��白と黒を用意。パネル寸法はW122×H120mm。

■��RJ-45×1を搭載した壁取付コントローラー。
■��プログラム可能なスイッチ×4と液晶画面、スイッチ動作�
にも対応したロータリーフェーダー×1を装備。

■��ロータリーフェーダー周囲のLEDは、機能に合わせて8
色のカラーを設定可能。また、液晶画面には任意のテキ
ストを表示。一定時間、操作がない場合はLEDがOFFに
なるSleep機能も装備。

■��“Audio�Architect”で設定が可能。Locate機能を搭載
し、ソフトウェア上の仮想システムと実際のシステムとの
同期が直感的に実行可能。

■��PoEまたはPoE+で動作。
■��白と黒を用意。パネル寸法はW76×H120mm。

壁面取付パネル型リモートコントローラー

EC-4BV オープンプライス

■ Soundweb�London用オプション

壁面取付パネル型リモートコントローラー

AC-V オープンプライス

■��GPI接続の壁取付コントローラー。
■��ロータリーフェーダー×1を備えたアナログ・コン
トローラー。音量の調整に利用。
■��白と黒を用意。パネル寸法はW76×H120mm。

■��GPI接続の壁取付コントローラー。
■��5系統の切り替えが可能なアナログ・コントロー
ラー。プリセットの呼び出しや音源の選択など�
に利用可能。

■��白と黒を用意。パネル寸法はW76×H120mm。

壁面取付パネル型リモートコントローラー

AC-5S オープンプライス

プログラマブル・デジタル・プロセッサー（Soundweb London）
Programmable Digital Processor [Soundweb London]

BLU link-USBブリッジ

BLU-USB オープンプライス

■��USBオーディオ・インターフェースとして機能し、PC↕BLU�linkバス間で最大8入力�
8出力の音声信号を送受信可能※。PCをBLU�linkのネットワークに簡単に取り込むこと
ができ、Web会議システムの構築やDAWを使用した録音に便利。

■��BLU�linkバスへのアサインは本体のDIPスイッチを使用。

■��省スペースの小型設計。設置に便利な固定金具が付属。
※Windows�PCで8chの送受信を行うためにはドライバーのインストールが必要です。（2chやMac�PCでは必要ありません。）

※USBバスパワーには対応していません。

仕　様��BLU-USB
BLU�link バス数 カスケードバス最大256ch

端子・形式 RJ-45×2
最大伝送距離 100m（CAT5eケーブル）
最大ノード数 60
パススルーレイテンシー 0.08ms（48kHz）

対応ドライバー Windows�PC：WDM、ASIO
Mac�PC：Core�Audio

電源 DC12V（19W）、電源アダプター（AC100V、50/60Hz）
消費電力 4W
寸法（W×H×D） 98×142×40mm（除突起部/端子カバー）
質量 390g
付属品 端子カバー、固定金具、USBケーブル（約2m）、電源アダプター
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プログラマブル・デジタル・プロセッサー（Soundweb London）
Programmable Digital Processor [Soundweb London]

壁面取付パネル型リモートコントローラー

BLU-8 オープンプライス

■��RJ-45×1を搭載した、スイッチ、セレクター、ロータリー
フェーダーで構成するリモートコントローラー。

■��最大32系統の機能設定が可能。
■��パネル上のLEDは機能に合わせて色を設定できるため、
視認性の高いオペレートが可能。

■��設置環境に合わせて黒/白の2タイプを用意。
■��12〜48Vの外部電源※、もしくはPoE、IEEE� 802.3af
で動作。

■��パネル寸法はW170×H123mm。
※電源アダプターは付属していません。

■��RJ-45×1を搭載した、タッチスクリーン型リモートコント
ローラー。

■��ソフトウェアでリモートコントローラーに割り当てたい機
能をドラッグ＆ドロップするだけの簡単設定。

■��1ページに8項目、最大100ページの機能設定が可能。
■��設置環境に合わせて青/黒/白の3タイプを用意。
■��12〜48Vの外部電源※、もしくはPoE、IEEE� 802.3af
で動作。

■��パネル寸法はW170×H123mm。
※電源アダプターは付属していません。

壁面取付パネル型リモートコントローラー

BLU-10 オープンプライス

■��GPI接続の壁取付コントロー
ラー。

■��8系統のプログラムや設定の
切り替えが可能。

■��アップダウン・スイッチによる
音量の調整が可能。

■��パネル寸法はW86×H86mm。

壁面取付パネル型リモートコントローラー

BLU-6 オープンプライス

■��GPI接続の壁取付コントロー
ラー。

■��5系統のプログラムや設定の
切り替えが可能。

■��ロータリーフェーダーによる音
量の調整が可能。

■��パネル寸法はW86×H86mm。

壁面取付パネル型リモートコントローラー

BLU-3 オープンプライス

■ Soundweb�London用オプション

BLU�linkを介して複数台の対応機器をループ状に接続している場合、最大
256chの音声伝送を行えます。このネットワーク内で1箇所ケーブルが断線、
もしくは端子が外れるなどの原因で伝送ができない状態になると、Soundweb�
Londonは自動的に状況を検出し、伝送を維持します。

リダンダント機能
ケーブルの断線など、突発的な不具合による音声の切断を回避

最大256chを伝送・分配できる音声信号専用バス

BLU link

■標準的なCAT5eまたはCAT6ケーブルを使用し、BLU link対応機器をループ
状に接続するだけでネットワークが確立します。スイッチやハブなどのネットワー
ク機器は不要です。

■ BLU linkの構築にはIPアドレス設定などの難しい設定は必要ありません。
■ケーブル断線など、突発的な不具合による音声の切断を回避する、リダンダント

機能を搭載しています。

■サンプリング周波数48kHz動作時は最大256ch、96kHz動作時は最大
128chを伝送可能。BLU link対応機器は最大60台を接続できます。

■デバイス間は0.08ms（48kHz動作時）の極めて低いパススルーレイテンシーで
伝送します。 

■デバイス間はCAT5eまたはCAT6の接続で最長100m、光メディアコンバー
ターを使用すれば最長40kmもの引き伸ばしが可能です。

BLU linkは、最大256chを伝送・分配できるHARMANブランド独自の音声信号バスです。
スイッチやハブなどのネットワーク機器を使用せず、簡単にデジタル音声伝送システムを構築できます。
IPアドレス設定などの難しい設定も不要です。

パワーアンプ
CROWN 「DCi Series Network」

プログラマブル・デジタル・プロセッサー
BSS AUDIO 「Soundweb London」

デジタルミキサー
Soundcraft「Si Performer」
※オプションの BLU linkカードが必要です。※BLU�linkで送れるのは音声信号のみです。制御信号は、別途各機器のETHERNETポートを使用して送る必要があります。
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プログラマブル・デジタル・プロセッサー（Soundweb London）
Programmable Digital Processor [Soundweb London]

■ Soundweb�London�主要機能一覧

プログラマブル・デジタル・プロセッサー

P.03

固定入出力
プログラマブル・デジタル・プロセッサー

P.04

入出力エキスパンダー

P.05

入力エキス
パンダー

P.05

出力エキスパンダー

P.05

GPIOエキ
スパンダー

P.06

BLU�link-�
Danteブリッジ

P.06

BLU�link-�
USBブリッジ

P.06

商品名 BLU-160 BLU-800 BLU-806 BLU-100 BLU-101 BLU-102 BLU-50 BLU-120 BLU-320 BLU-326 BLU-BIB BLU-BOB1 BLU-BOB2 BLU-GPX BLU-DA BLU-USB

サイズ 1U 1U 1U 1U 1U 1U ハーフラック 1U 1U 1U ハーフラック ハーフラック 1U 1U ハーフラック -

入出力の
カスタマイズ
（カード単位）

○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ - - - - - -

アナログ入力
（AEC処理）

16ch※
（16ch）

16ch※
（16ch）

16ch※
（16ch）

12ch
（-）

12ch
（12ch）

10ch
（8ch）

4ch
（-）

16ch※
（16ch）

16ch※
（16ch）

16ch※
（16ch）

8ch
（-）
-
（-）
-

（-）
-
（-）
-
（-）
-

（-）

デジタル入力 16ch※ 16ch※ 16ch※ - - - - 16ch※ 16ch※ 16ch※ - - - - - -

アナログ出力 16ch※ 16ch※ 16ch※ 8ch 8ch 8ch 4ch 16ch※ 16ch※ 16ch※ - 8ch 8ch - - -

デジタル出力 16ch※ 16ch※ 16ch※ - - - - 16ch※ 16ch※ 16ch※ - - - - - -

テレホン
ハイブリッド
接続回線

4※ 4※ 4※ - - 1
（ビルトイン） - 4※ 4※ 4※ - - - - - -

設定方法 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア 本体DIP
スイッチ

本体DIP
スイッチ

本体DIP
スイッチ ソフトウェア ソフトウェア 本体DIP

スイッチ

液晶画面 ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ - - - ○ - -

ロジック処理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ -

ETHERNET ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ -

RS-232 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ -

GPIO 12×6 12×6 12×6 12×6 12×6 12×6 12×6 12×6 12×6 12×6 - - - 36×23 - -

音声処理能力 800MHz 800MHz 800MHz 400MHz 400MHz 400MHz 400MHz - - - - - - - - -

CobraNet - ○ - - - - - - ○ - - - - - - -

Dante - - ○ - - - - - - ○ - - - - ○ -

BLU�link 256ch 256ch 256ch 48ch 48ch 48ch 48ch 256ch 256ch 256ch 256ch 256ch 256ch - 256ch 256ch

※設定可能な最大数。入出力の構成（アナログ、デジタル、AEC、テレホンハイブリッド）はオーダー時に4chごと（テレホンハイブリッドは1回線ごと）で任意に設定可能。

■ Soundweb�London用オプション

卓上リモートコントローラー

ARVIGOmoto オープンプライス

■��8本の物理モーターフェーダーを装備し、レイヤーの切り替えにより最大16のパラメー
ターを操作可能。フェーダーにはゲイン・パラメーターをアサインできるので、カスタムパ
ネルともシームレスに同期。

■��5つのボタンにはLogicコマンドをアサインすることで、プリセットの切り替え機能などを
割り当て可能。

■��PoE給電に対応。
※「ARVIGOmoto」はPRAGMA社の製品です。

※設定にはARVIGOmoto専用ソフトウェアが必要です。

仕　様��ARVIGOmoto
フェーダー数 8
スイッチ数 5
端子・形式 NEUTRIK�etherCON�RJ45
電源 PoE�Class�3（〜5W、Peak�12W）
寸法（W×H×D） 225×65×180mm（除突起部）
質量 1.5kg



BSS AUDIO総合カタログ [2020年6月版] 10

仕　様 BLU-160 BLU-800 BLU-806 BLU-120 BLU-320 BLU-326

アナログ入力 チャンネル数 最大16ch（カードの構成による）※

端子・形式 ユーロブロック、電子バランス
インピーダンス 3.5kΩ
最大入力レベル +20dBu（0dBゲイン）、+8dBu（12dBゲイン）
ファンタム電源 48V（各チャンネルでON/OFF可能）
同相信号除去比 75dB以上（@1kHz）
等価入力ノイズ －128dBu以下（150Ω）
A/Dレイテンシー（Rev�B） 0.25ms（48kHz）

デジタル入力 チャンネル数 最大16ch（カードの構成による）※

端子・形式 ユーロブロック、AES/EBUもしくはS/PDIF
インピーダンス 110Ω（AES/EBU）、75Ω（S/PDIF）
サンプリングレート 48/96kHz
サンプリングレート変換 8〜96kHz
THD+N －140ｄB以下
レイテンシー 0.06ms（48kHz、SRC�OFF）/2.4ms（48kHz、SRC�ON）

アナログ出力 チャンネル数 最大16ch（カードの構成による）※

端子・形式 ユーロブロック、電子バランス
インピーダンス 40Ω（バランス）、20Ω（アンバランス）

最大出力レベル +19dBu
周波数特性 20Hz〜20kHz（+0.5dB/－1dB）
THD 0.01%以下（20Hz〜20kHz、+10dBu）
ダイナミックレンジ 108dB（22Hz〜22kHz、アンウェイト）
クロストーク －75dB以下
D/Aレイテンシー 0.58ms（48kHz）

デジタル出力 チャンネル数 最大16ch（カードの構成による）※

端子・形式 ユーロブロック、AES/EBUもしくはS/PDIF
インピーダンス 110Ω（AES/EBU）、75Ω（S/PDIF）
サンプリングレート 48/96kHz
サンプリングレート変換 8〜96kHz
THD+N －140ｄB以下
レイテンシー 0.13ms（48kHz、SRC�OFF）/2.4ms（48kHz、SRC�ON）

BLU�link バス数 カスケードバス最大256ch
端子・形式 RJ-45×2
最大伝送距離 100m（CAT5eケーブル）
最大ノード数 60
パススルーレイテンシー 0.08ms（48kHz）

CobraNet 入力チャンネル数 ー 32ch（48kHz）、16ch（96kHz） ー ー 32ch（48kHz）、16ch（96kHz） ー
出力チャンネル数 ー 32ch（48kHz）、16ch（96kHz） ー ー 32ch（48kHz）、16ch（96kHz） ー
端子・形式 ー RJ-45×2（プライマリ/セカンダリ） ー ー RJ-45×2（プライマリ/セカンダリ） ー

Dante 入力チャンネル数 ー ー 64ch（48kHz）、32ch（96kHz） ー ー 64ch（48kHz）、32ch（96kHz）
出力チャンネル数 ー ー 64ch（48kHz）、32ch（96kHz） ー ー 64ch（48kHz）、32ch（96kHz）
端子・形式 ー ー RJ-45×2（プライマリ/セカンダリ） ー ー RJ-45×2（プライマリ/セカンダリ）

コントロールポート 端子数 12入力、6出力
電圧（Control�Input） 0〜4.5V
インピーダンス（Control�Input） 4.7kΩ〜+5V（2ワイヤーモード）、1MΩ（3ワイヤーモード）
電圧（Logic�Output） 0/+5V（アンロード）
インピーダンス（Logic�Output） 440Ω
電流（Logic�Output） 10mAソース、60mAシンク

電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 55W
寸法（W×H×D） 483×44×323mm（除突起部）
質量 4.1kg

仕　様 BLU-BIB BLU-BOB1/BLU-BOB2

アナログ入力 チャンネル数 8ch ー
端子・形式 ユーロブロック、電子バランス ー
インピーダンス 3.0kΩ ー
最大入力レベル +20dBu（0dBゲイン）、+8dBu（12dBゲイン） ー
ファンタム電源 48V（各チャンネルでON/OFF可能） ー
同相信号除去比 40dB（@1kHz） ー
等価入力ノイズ －123dBu以下（150Ω） ー
A/Dレイテンシー 0.77ms（48kHz） ー

アナログ出力 チャンネル数 ー 8ch
端子・形式 ー ユーロブロック、電子バランス
最大出力レベル ー +19dBu
周波数特性 ー 20Hz〜20kHz（+0.5dB/－1dB）
THD ー 0.01%以下（20Hz〜20kHz、+10dBu）
ダイナミックレンジ ー 108dB（22Hz〜22kHz、アンウェイト）
クロストーク ー －75dB以下
D/Aレイテンシー ー 0.58ms（48kHz）

BLU�link バス数 カスケードバス最大256ch
端子・形式 RJ-45×2
最大伝送距離 100m（CAT5eケーブル）
最大ノード数 60
パススルーレイテンシー 0.08ms（48kHz）

電源 DC12V（19W）、電源アダプター（AC100V、50/60Hz）

寸法（W×H×D） 219×42×195mm（除突起部） BLU-BOB1：219×42×195mm（除突起部）
BLU-BOB2：482×44×195mm（除突起部）

質量 1.3kg BLU-BOB1：1.4kg
BLU-BOB2：2.5kg

付属品 電源アダプター

プログラマブル・デジタル・プロセッサー（Soundweb London）
Programmable Digital Processor [Soundweb London]

※入出力の構成はオーダー時に4chごとで任意に設定可能。その後の仕様変更はオプションです。



BSS AUDIO総合カタログ [2020年6月版] 11

仕　様 BLU-100 BLU-101 BLU-102 BLU-50

アナログ入力 チャンネル数 12ch 10ch 4ch
端子・形式 ユーロブロック、電子バランス
インピーダンス 3.5kΩ 3.0kΩ 3.5kΩ
最大入力レベル +20dBu（0dBゲイン）、+8dBu（12dBゲイン）
ファンタム電源 48V（各チャンネルでON/OFF可能）
同相信号除去比 75dB以上（@1kHz）
等価入力ノイズ －125dBu以下（150Ω）
A/Dレイテンシー 0.77ms（48kHz）

アナログ出力 チャンネル数 8ch 4ch
端子・形式 ユーロブロック、電子バランス
最大出力レベル +19dBu
周波数特性 20Hz〜20kHz（+0.5dB/－1dB）
THD 0.01%以下（20Hz〜20kHz、+10dBu）
ダイナミックレンジ 108dB（22Hz〜22kHz、アンウェイト）
クロストーク －75dB以下
D/Aレイテンシー 0.6ms（48kHz）

BLU�link バス数 カスケードバス最大48ch
端子・形式 RJ-45×2
最大伝送距離 100m（CAT5eケーブル）
最大ノード数 60
パススルーレイテンシー 0.08ms（48kHz）

コントロールポート 端子数 12入力、6出力
電圧（Control�Input） 0〜4.5V
インピーダンス（Control�Input） 4.7kΩ〜+5V（2ワイヤーモード）、1MΩ（3ワイヤーモード）
電圧（Logic�Output） 0/+5V（アンロード）
インピーダンス（Logic�Output） 440Ω
電流（Logic�Output） 10mAソース、60mAシンク

電源 プライマリ AC100V、50/60Hz DC12V（19W）、
電源アダプター（AC100V、50/60Hz）

セカンダリ ー PoE+、IEEE�802.3at

消費電力 55W
寸法（W×H×D） 483×44×232mm（除突起部） 483×44×323mm（除突起部） 217×43×192mm（除突起部）
質量 2.9kg 4.6kg 4.4kg 1.3kg
付属品 ー ー ー ラックマウント金具、電源アダプター

プログラマブル・デジタル・プロセッサー（Soundweb London）
Programmable Digital Processor [Soundweb London]
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DCP-555
高度な専門知識を必要とせずに導入/運用ができる
多機能会議用プロセッサー。

■設定はネットワーク接続したPCのWebブラウザーから行えるので、追加のソフトウェアは
必要ありません。優れたユーザー・インターフェースで、直感的に操作できます。

■様々な会議を想定したテンプレートがあらかじめ用意されているので、セットアップや設定
のコピーが素早く簡単に行えます。

■複雑なプログラミングを必要とせず、初期設定や日常の運用での手間を省きます。

■AEC（アコースティック・エコー・キャンセル）機能を搭載。4つの異なるAECリファレンス
を設定可能です。スピーカーとマイクを使用する音声/Web会議で発生する不要なエコーを�
排除します。

■48Vのファンタム電源が供給できる16chのアナログ入力と、8chのアナログ出力を備えて
います。

■PCを使ったWeb会議システムと直接接続できる、USBオーディオ・インターフェース機能
（2in/2out）を搭載しています。

■VoIPを4つ搭載しているので、最大4回線のIP電話が使用できます。

■オート・ミキサーや４バンド・パラメトリックEQ、コンプレッサーなどを利用可能。環境に�
合わせて音質を細かく調整できます。

■GPIO端子やリレー端子を備えており、外部のコントローラーでミュートや音量などを制御
できます。

■HARMAN�BLU�linkが使用でき、BSS�AUDIOのBLUシリーズやCROWNのBLU�linkを�
搭載したアンプなどと音声のデジタル伝送が可能です。

■AES67に対応しているので、DANTE-AES67に対応したサードパーティ製の機器と互換�
性※があります。

� ※AES67によるすべての接続を保証するものではありません。

PCのブラウザーに表示された信号経路の設定画面

 
テンプレート選択画面

前面パネル

背面パネル

会議用プロセッサー

DCP-555 1U

オープンプライス

BLU link対応 AES67対応

会議用プロセッサー
Conferencing Processor

DCP-555は、高度な専門知識を必要とせずに導入/運用ができる会議用プロセッサーです。
操作画面はPCのWebブラウザーに表示され、専用のアプリやソフトは不要。
様々な音声/Web会議を想定したテンプレートが用意されているため、プログラミングも必要ありません。
優れたユーザー・インターフェースにより運用も簡単に行えます。
高い操作性を実現しながらも、4つのAECリファレンスなど多彩な音声処理機能を備えており、最大4つの会議室を1台で制御可能です。
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会議用プロセッサー
Conferencing Processor

仕　様��DCP-555
アナログ入力 チャンネル数 16

端子・形式 ユーロブロック、電子バランス
インピーダンス 3.5kΩ
最大入力レベル +20dBu（0dBゲイン）
ファンタム電源 48V（各チャンネルでON/OFF可能）
同相信号除去比 75dB以上@1kHz
等価入力ノイズ －124dBu以下（150Ω）
A/D�Word�Length 24bit
A/D�レイテンシー（Rev�B） 0.77ms（48kHz）

アナログ出力 チャンネル数 8
端子・形式 ユーロブロック、電子バランス
インピーダンス 40Ω（バランス）、20Ω（アンバランス）
最大出力レベル +20dBu
周波数特性 20Hz〜20kHz（+1dB/－1dB）
THD 0.5%以下（20Hz〜20kHz、0dBu）
ダイナミックレンジ 108dB（22Hz〜22kHz、アンウェイト）
クロストーク －75db以下
A/D�Word�Length 24bit
D/A�レイテンシー 0.6ms（48kHz）

コントロールポート入力 チャンネル数 16
端子 ユーロブロック
電圧 0〜5VDC
インピーダンス 4.7kΩ〜+5V（2ワイヤーモード）、1MΩ（3ワイヤーモード）

コントロールポート出力 チャンネル数 6
端子 ユーロブロック
電圧 0/+5VDC
インピーダンス 440Ω
電流 10mAソース、50mAシンク

コントロールポートリレー チャンネル数 2
コンタクトレート 1A、120VAC

USB 端子・形式 メス�Type�B
クラス USBオーディオクラス1（16bit/24bit、48kHz）
I/Oチャンネル数 2×2

BLU�link 端子・形式 RJ45×2
最大伝送距離 100m（CAT5eケーブル）
最大ノード数 60
I/Oチャンネル数 28×32
サンプルレート 48kHz
レイテンシー 11/Fs（0.23ms@48kHz）
パススルーレイテンシー 0.08ms（48kHz）

Network 端子・形式 RJ45×2
最大伝送距離 100m�Cat5

AES67 端子・形式 RJ45×1（Ethernet�Port�A）
I/Oチャンネル数 16×16
最大ストリーム 16
ストリームごとのチャンネル数 16以下
サンプルレート 48kHz

VoIP 端子・形式 RJ45×1（Ethernet�Port�B）
同時使用数 4
サンプルレート 48kHz

電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 40W
寸法（W×H×D） 483×44×310mm（除突起部）
質量 4.4kg
付属品 3ピン・ユーロブロックコネクター（入力端子用）×16、

3ピン・ユーロブロックコネクター（出力端子用）×8、
12ピン・ユーロブロックコネクター（GPIO端子用）×3、
ラックマウントねじ（ねじ×4、ワッシャー×4）、
机下取付金具（取付金具×2、取付ねじ×4）、ゴム足×4、
電源コード、和文取扱説明書

 
アコースティック・エコー・キャンセラー

 
インプット・ルーティング

 
オートミキサー

28 Simultaneous inputs

Analog
Inputs

12 Echo canceled
16 Program inputs

4 AEC
Reference mixes

4 Gain Sharing
Auto-Mixers

12 Independent mixes
Program / Far end

Routed to any one
or more outputs

AEC
Reference

Matrix
Router

Noise /
Tone

Input
Source

Selector

Output
Source

Selector

USB AEC EQ

AES 67
Automixer

BLU link

VoIP

Analog
Outputs

USB

AES 67

BLU link

VoIP

EQ Comp
EQ Lmtr

■ 各種設定画面

■ ブロックダイヤグラム
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ダイレクトボックス
DI 

■アクティブタイプのダイレクトボックス。

■ファンタム電源または006P形乾電池で駆動。

■3段階（0、－20、－40dB）のアッテネーター切り替えが可能。

■標準フォーンに加え、XLR入力端子を装備。

仕　様��AR-133
入力 チャンネル数 1

端子 XLRメス（2-HOT）/標準フォーン（2P）
形式 アンバランス
インピーダンス 1MΩ（pad@0dB）、47kΩ（pad@－20dB）、

47kΩ（pad@－40dB）
最大レベル ＋9dBu（pad@0dB）、＋29dBu（pad@－20dB）、

＋49dBu（pad@－40dB）
出力 チャンネル数 1

端子 XLRオス（2-HOT）
形式 バランス
インピーダンス 600Ω
最大レベル ＋8dBu（600Ω）

周波数特性 30Hz〜20kHz（＋0dB/－1dB）
THD 0.05%以下（1kHz、0dBu）
電源 ファンタム電源：DC20V〜48V
電池 006P形アルカリ乾電池
寸法（W×H×D） 142×58×124mm
質量 0.7kg

ダイレクトボックス

AR-133 オープンプライス
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●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用
済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。●商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載
内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を
負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。


