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EUROCOM AX6240Z/AX6220Z
Energy-Efficient, DSP-Powered and Ethernet/USB-Controlled  
1000/900-Watt 100/70 V High-Impedance Power Amplifier



注意

感電の.恐れがあり
ますので、カバーやその他の
部品を取り外したり、開けた
りしないでください。高品質
なプロ用スピーカーケーブル 
(¼" TS 標準ケーブルおよびツイ
スト ロッキング プラグケーブ
ル）を使用してください。

注意
火事および感電の危

険を防ぐため、本装置を水分
や湿気のあるところには設置
しないで下さい。装置には決
して水分がかからないように
注意し、花瓶など水分を含ん
だものは、装置の上には置か
ないようにしてください。

注意
このマークが表示さ

れている箇所には、内部に高圧
電流が生じています。手を触れ
ると感電の恐れがあります。

注意
取り扱いとお手入れ

の方法についての重要な説明
が付属の取扱説明書に記載さ
れています。ご使用の前に良
くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご覧
ください。
2. 取扱説明書を大切に保管
してくださ い。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用し
ないでください。

6. お手入れの際は常に乾燥
した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指
示に従い、適切な換気を妨げ
ない場所に設置してください。
取扱説明書に従って設置してく
ださい。
8. 本機は、電気ヒーターや温
風機器、ストーブ、調理台やア
ンプといった熱源から離して設
置してください。
9. ニ極式プラグおよびアース
タイプ ( 三 芯) プラグの安全ピ
ンは取り外さないでください。
ニ極式プラグにはピンが二本
ついており、そのうち一本はも
う一方よりも幅が広くなってい
ます。アースタイプの三芯プラ
グにはニ本のピンに加えてア
ース用のピンが一本ついてい
ます。これらの幅の広いピン、
およびアースピンは、安全のた
めのものです。備え付けのプラ
グが、お使いのコンセントの形
状と異なる場合は、電器技師に
相談してコンセントの交換をし
て下さい。
10.  電源コードを踏みつけた
り、挟んだりしないようご注意
ください。電源コードやプラグ、
コンセント及び製品との接続に
は十分にご注意ください。
11.  すべての装置の接地（アー
ス）が確保されていることを確
認して下さい。
12.  電源タップや電源プラグ
は電源遮断機として利用され
ている場合には、これが直ぐに
操作できるよう手元に設置して
下さい。
13.  付属品は本機製造元が指
定したもののみをお使いくだ
さい。

14.  カートス
タンド、三脚、
ブラケット、テ
ーブルなどは、
本機製造元が
指定したもの、

もしくは本機の付属品となる

もののみをお使いください。
カートを使用しての運搬の際
は、器具の落下による怪我に十
分ご注意ください。 
15.  雷雨の場合、もしくは長期
間ご使用にならない場合は、
電源プラグをコンセントから抜
いてください。
16.  故障の際は当社指定のサ
ービス技術者にお問い合わせ
ください。電源コードもしくは
プラグの損傷、液体の装置内へ
の浸入、装置の上に物が落下し
た場合、雨や湿気に装置が晒
されてしまった場合、正常に作
動しない場合、もしくは装置を
地面に落下させてしまった場合
など、いかなる形であれ装置に
損傷が加わった場合は、装置の
修理・点検を受けてください。

17.  本製品に電源
コードが付属されて
いる場合、付属の電
源コードは本製品
以外ではご使用い

ただけません。電源コードは必
ず本製品に付属された電源コ
ードのみご使用ください。

技術的な仕様および外観は予
告なく変更することがあり
ます。BEHRINGER, KLARK TEKNIK, 
MIDAS, BUGERA, および 
TURBOSOUND は、MUSIC GROUP 
(MUSIC-GROUP.COM) のブラン
ドです。すべての商標はそ
れぞれの所有者の財産で
す。MUSIC GROUP は、ここに含
まれたすべて、もしくは一部
の記述、画像および声明を基
にお客様が起こした行動によ
って生じたいかなる損害・不
利益等に関しても一切の責任
を負いません。色およびスペ
ックが製品と微妙に異なる場
合があります。MUSIC GROUP 製
品の販売は、当社の正規代
理店のみが行っています。
ディストリビューターとディ
ーラーは MUSIC GROUP の代理

人ではなく、あらゆる表現、
暗示された約束、説明等に
よって MUSIC GROUP を拘束す
る権利はまったくありませ
ん。この説明書は、著作権保
護されています。本取扱説
明書に記載された情報内容
は、MUSIC GROUP IP LTD. からの
書面による事前の許諾がない
限り、いかなる利用者もこれ
を複製、使用、変更、送信、
頒布、入れ替え、工作するこ
とは禁じられています。

製権所有
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, 
P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

適用される保証条件と 
MUSIC Group の限定保証に関する
概要については、オンライン上 
www.music-group.com/warranty にて
詳細をご確認ください。

法的放棄

限定保証

安全にお使いいただくために
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ステップ 1: フックアップ

EUROCOM AX6240Z/AX6220Z フックアップ

MA4000M

CD Player

CL106TCL106T

CL106

AX6240Z

CL106

AX6240

Tuner
HD Recorder

TEL / PAGE

ST2400 ST2400 ST2400 ST2400

MP3 PlayerRemote

LO-Z と HI-Z のシステムセットアップ
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ステップ 2: コントロール

EUROCOM AX6240Z/AX6220Z コントロール

PROCESS ボタン
で DSP プロセ
ッシング モジ
ュールを操作し
ます。

SETUP ボタンで 
DSP プロセッシ
ング モジュール
のパラメーター
を操作します。

EXIT ボタンは DSP 
メニュー内から
DSP のトップメニ
ューに戻ります。

USB 接続でフ
ァームウェア・
アップデートと
コンピューター
からのパラメー
ター・コントロ
ールが可能で
す。Behringer.com 
では DSP コン
トロールソフト
ウェアのダウン
ロードができま
す。USB ポートは
アンプの設定専
用となります。

マスターエンコ
ーダーは音量
をコントロール
し、DSP パラメ
ータ値を調節
します。

REMOTE POWER 
2 ピン・ユーロ
ブロックソケ
ットは遠隔で
電源を入り切
りできます。

換気ファンはト
ラブルの無い
動作を実現す
るために自動
的に速度を調
節します。

ETHERNET 接続は
遠隔での設定とコ
ントロール、そし
てインターネット 
(IEEE 802.3 network) 
を介してのモニ
タリングが可能
です。

POWER ボタン 
/ LED このボタ
ンでアンプリ
ファイヤーの
電源をオン / 
オフします。

UP/DOWN ボ
タンを使用し 
DSP モジュール
とパラメータ
に入ります。

LCD SCREEN 
は現在の DSP 
モジュールとパラ
メーター設定を
表示します。

デュアル-ファン
クション・インジ
ケーター・リング
は電源が投入さ
れると黄色く点
灯し、クリップす
ると赤く点滅し
ます。

-4 本の付属ネジ
とワッシャを使っ
て本 体をラック
に固定します  
(ドライバーは付
属していません)｡

ユーロブロック
コネクターはコ
ントロール信号
だけでなく、バラ
ンス / アンバラ
ンスのマイクとラ
インレベルの信
号を入力できま
す。ピン 1-3 は
並列に接続され
ています。

ターミナル・スト
リップ・スピーカ
ー出力はハイイ
ンピーダンス・ラ
ウドスピーカー
をパワーアンプ
に接続します。

XLR/TRS コンボ
ジャックはバラ
ンス / アンバラ
ンスのマイクとラ
インレベルの信
号を入力するこ
とが出来ます。

電源の接続 対
応する電源コー
ド (同梱) を使っ
てこの IEC 電源
コネクターに 接
続します。
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ステップ 3: はじめに

EUROCOM AX6240Z/AX6220Z はじめに
POWER ボタンを押し
てアンプの電源を入
れます。LCD ディスプ

レイにスタートアップ画面が
表示されます。

PROCESS ボタンを押す
と、DSP 画面が表示
されます。
各画面で MASTER 
ENCODER エンコーダ
ー・ノブを押し、グラ

フィック・モードとエディッ
ト・モードを切り替えます。

グラフィックモードで
は、MASTER ENCODER 
エンコーダー・ノブで

アクティブなチャンネルとモ
ジュール・ナンバーを選択し
ます（例: DEQ フィルター A#1 
または A#2)。

エディット・モードで
は、MASTER ENCODER  
エンコーダー・ノブで

パラメーターの変更をしま
す。UP/DOWN ボタンを押して値
とチャンネルを操作します。

I/O 画面（アンプ・モ
ード）では以下の信
号パスを選択します: 

BRIDGE､ DUAL (デュアル・
モノ)､ STEREO、BIAMP 1 または 
BIAMP 2。

PEQ 画面では、最大 
8 つのパラメトリッ
ク・イコライザー・フ

ィルターを使用して音を処理
します。

XOVER 画面では、
最大 2 個までのカッ
トオフ周波数クロス

オーバー・ポイントを、また各
アウトプットには最大 10 個ま
での異なるフィルターカーブ
を選択できます。

DEQ スクリーンでは、
ダイナミック EQ モジ
ュール (各ステレオチ

ャンネル最大 2 つ) を使用し
て、信号の指定した周波数レ
ンジをモニターします。特定
の周波数レンジをブーストま
たはカットするために、レイ
シオ (Ratio)、アタック (Atime)
、リリース (Rtime) パラメータ
ーに基づいて、ダイナミック 
EQ をプログラムすることもで
きます (バンドパス、ハイパ
ス、ローパス)。

DELAY 画面では、シス
テムの位相相殺の
問題を調整します。

特定のチャンネルの位相 
(PHASE: 0 または 180)、
および / または信号の出力
の遅延 (Delay: 0-300 msec) を行
うことで、距離にしたがい変
化する音 (例: ステージから
観客席へ向けた PA スピーカ
ーから出力される音との位相
調整) にマッチさせます。

LIMIT 画面では、
内蔵リミッター
のスレッショルド 

(Threshold)、リリース (Rtime)、
ホールド (Hold) などを設定
を行います。

SETUP ボタンを押す
と、プリセットのロー
ド、パネルのロック、

パスワード設定、LCD コント
ラストの調整ができます。

トップ階層の 
DSP 画面に戻るに
は、EXIT ボタンを押

します。
注: DSP は直近の変更を 2 分
後に自動的に保存します。
また、EXIT ボタンを押しメイ
ンスクリーンに戻ってきた場
合にも自動的に保存がされ
ます。これらの保存された内
容は次回本体の電源投入後
に利用可能になります。

スピーカー 設置インストラ
クション – 設置は有資格者
に限ります。

このスピーカーシステムは承
認された方法および機材を
用いて、有資格者により設
置されます。不適切な取り
付け、取り扱いにより負傷ま
たは死亡事故等の重大なリ
スクをもたらす場合があり
ます。取り付けを行う前に、
必ずこれらのインストラクシ
ョンをお読みください。
設置は取り付けをする各国
および地方自治体の有資格
者によって行われます。設置
者は付属のオリジナルパー
ツ、ブラッケット金具、ファス

ナー、サスペンションまたは
適切な定格と認定されたサ
ードパーティ製の部品を使
用して下さい。欠品がある場
合にはお住まいの地域の代
理店に連絡し、不足部品を取
り寄せます。作業を開始する
前には必要な承認や許可を
必ず取得して下さい。
取り付けるスピーカーの場所
の選択には機構的、音響的、
安全性を考慮してください。
構造自体がすべてのハードウ
ェアをサポートする充分な負
荷に耐えうる安全性が確保
されていることを確認して下
さい。スピーカーの吊り設置
は人通りがある場所、吊り設
置により物的損害を引き起
こす場所には行わないでく
ださい。尚、吊具は定期的に
整合性および強度の検査を
行ってください。
スピーカーは使用されていな
い状態でも磁気を発生して
います。この磁気はコンピュ
ータ、磁気メディア、ビデオモ
ニターなどと干渉を起こす可
能性があります。スピーカー
との干渉を防ぐため、上記の
デバイスとは少なくとも 2 メ
ートルの間隔を置く事をお奨
めします。
MUSIC Group および関連会社
はこの製品の不適切な設
置、使用、または保守から生
じたいかなる物的損害また
は傷害に対して一切の責任
を負いません。
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技術仕様
AX6240Z AX6220Z

ハイインピーダンス出力
ピーク 1% THD, 1 kHz サイン波

ステレオ (両チャンネル駆動)
70 V 900 W @ 7 Ω 500 W @ 14 Ω
100 V 1300 W @ 10 Ω 700 W @ 20 Ω

RMS 1% THD, 1 kHz サイン波
ステレオ (両チャンネル駆動)

70 V 700 W @ 7 Ω 350 W @ 14 Ω
100 V 1000 W @ 10 Ω 500 W @ 20 Ω

音声 入力 ／ 出力
ラインレベル入力 3 ピン ユーロブロックx 2､ XLR / TRS コンボ
PC 制御 タイプ B USB コネクター（前面）IEEE 802.3 イーサーネットコネクター（背面）
入力インピーダンス 10 kΩ 不平衡, 20 kΩ 平衡
入力感度 1 V @ 10 Ω 1 V @ 20 Ω
入力クリッピング 11 Vrms (+23 dBu)
システム利得 @ 10 Ω 37 dB (70 V) / 40 dB (100 V)
出力 4 極ターミナルブロック
出力回路 クラス D
最低負荷インピーダンス 7 Ω (70 V) / 10 Ω (100 V) 14 Ω (70 V) / 20 Ω (100 V)

システム情報

周波数特性 30 Hz – 20 kHz (-0.3 / -2 dB) (70 V) 
30 Hz – 20 kHz (-0.3 / -1 dB) (100 V)

歪率 < 0.25% @ 1 W, 1 kHz 7 Ω 負荷にて < 0.25% @ 1 W, 1 kHz 14 Ω 負荷にて
S/N 比 87 dB (@ 2 dBu 入力) 93 dB (@ +22 dBu)
ダンピングファクター > 200 @ 62 Ω
クロストーク > -70 dB @ 定格出力, 1 kHz > -68 dB @ 定格出力, 1 kHz

インジケーター
パワーインジケーター LED リングイルミネーション（黄色） 

過負荷 / 保護 LED リング（赤色） 
LCD には VU メーター、システムエラー、オーバーヒート、過電流、 

オーバードライブインジケーター表示
動作温度  -10° C から 40° C (14° F から 104° F）
冷却方式 自動可変速式ファン

AX6240Z AX6220Z
デジタル信号処理  (DSP)

ディスプレイ LCD 128 x 32　アンバー色バックライト
デジタルディレイ機能  
(チャンネル毎) 0 – 300 ms

デジタルクロスオーバー機能 3 種類のフィルター, 最大 48 dB/octave
デジタル EQ 機能 (チャンネル毎) 8 バンドパラメトリック、2 バンドダイナミックイコライザー
デジタルダイナミック機能  
(チャンネル毎) ゼロ アタックリミッター

プリセット 合計 20 プリセット（19 ユーザープリセット）
電源供給
消費電力 260 W 230 W
電源効率 84%

主電源
100 V AC 50/60 Hz 

120 V AC 60 Hz 
220-240 V AC 50/60 Hz

寸法 / 重量
寸法 (H x W x D) 約 95 x 483 x 390 mm (3.74 x 19.01 x 15.35") 約 95 x 483 x 390 mm (3.74 x 19.01 x 15.35")
重量 約 8.58 kg (18.91 lbs) 約 8.1 kg (17.85 lbs)

材質
ケース材質 冷延鋼
正面プレート材質 パンチングスチール
同梱付属品 ラックマウントブラケット
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その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧
の選択: ユニットをパワーソ
ケットに接続する前に、各モ
デルに対応した正しい主電源
を使用していることを確認し
てください。ユ ニットによ
っては、230 V と 120 V の 2 つ
の違うポジションを切り替え
て使う、ヒューズの格納部を
備えているものがあります。
正しくない値のヒューズは、
絶対に適切な値のヒューズ
に交換されている必要があ
りま す。
2. 故障: MUSIC Group ディーラ
ーがお客様のお近くにないと
きは、behringer. com の “Support” 
内に列記されている、お客様
の国の MUSIC Group ディスト
リビューターにコンタクトす
ることができます。お 客様
の国がリストにない場合は、
同じ behringer. com の “Support” 
内にある “Online Support” でお客
様の問題が処理できないか、
チェックしてみてください。
あるいは、商品を返送する前
に、behringer.com で、オンライ
ンの保証請求を要請してくだ
さい。

3. 電源接続。電源ソケットに
電源コードを接続する前に、
本製品に適切な電圧を使用
していることをご確認くだ
さい。不具合が発生したヒュ
ーズは必ず電圧および電流、
種類が同じヒューズに交換す
る必要があります。

その他の重要な情報
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installed sound


