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最新世代 DDFATM 採用
DSD 11.2MHz 対応 USB-DAC 搭載
コンパクト Hi-Fi プリメインアンプ
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主な特長
⋅ 新世代 DDFA 搭載 Class D パワーアンプ
⋅ フルデジタル・プロセッシング
⋅ ハイレゾ音源をさらに原音に近づける「Advanced AL32 Processing Plus」
⋅ DSD 11.2 MHz & PCM 384 kHz / 32 bit 対応 USB-DAC
⋅ PC ノイズをシャットアウトするデジタルアイソレーター
⋅ マスタークロックデザイン
⋅ 高音質ヘッドホンアンプ
⋅ Bluetooth 対応 （aptXTM Low Latency / AAC / SBC、NFC 対応）
⋅ 質感の高いアルミニウムパネル
⋅ 縦置き対応

新世代「DDFATM」採用 Class D パワーアンプ
増幅回路には、「DA-310USB」と同様に、Qualcomm®のデジタルアンプソ
リューション「DDFATM」の最新バージョンを採用。DDFA は、高速かつ極め
て精度の高いデジタル・フィードバック・ループを用いることにより、これ
までの Class D アンプの課題であった歪の多さや電源変動による音質劣化を
克服し、Class D アンプとして抜きん出た特性を実現しています。最新世代
の DDFA は、従来 2 チップ構成だった PWM モジュレーターとフィードバッ
クプロセッサーが 1 チップ化されたことによって周辺回路がシンプルになり、より音質を優先した回路設計と部
品の選定が可能になりました。電力を増幅する出力段やローパスフィルターにはデノン独自のノウハウを詰め込
んだディスクリート回路を用い、サウンドマネージャーによる徹底したサウンドチューニングを施しています。

フルデジタル・プロセッシング
DDFA はデジタル入力型の Class D アンプであるため、デジタルソースを再生する際には PMA-60 への入力から、
「Advanced AL32 Processing Plus」による補間処理※、ボリューム調整、増幅、フィードバック処理まで、すべて
をデジタルドメインで行うことが可能です。これによりアナログアンプで問題になる外来ノイズの影響を排除す
ることができ、透明感、分解能に優れた空間の描写を可能としています。
※Advanced AL32 Processing Plus は PCM 信号にのみ対応しています

高音質ヘッドホンアンプ搭載
ヘッドホンでも高音質な音楽再生を楽しめるように、スピーカー出力用パワーアンプとは別にヘッドホン出力専
用アンプを搭載。電圧増幅段にはハイスピード＆ローノイズな高速オペアンプ、出力バッファーにはディスクリ
ート回路を用い、ヘッドホンのパフォーマンスを十分に引き出します。また、300Ωや600Ωなどのハイインピー
ダンスなヘッドホンでも最適な音量が得られるように3段階のゲイン切り替え機能を搭載しています。
※ ヘッドホンのプラグを差し込むと、スピーカー端子から音が出なくなります。

精密なデジタルボリュームコントロール
音量は、1dB ステップで精密な調整が可能です。デジタルドメインで処理を行うため、左右チャンネルの音量差
を生じるギャングエラーやクロストークを完全に排除することができます。

PCM 384 kHz / 32 bit 入力対応「Advanced AL32 Processing Plus」
PCM 384 kHz / 32 bit信号の入力に対応した、デノン独自のデータ補間アルゴリズムによるアナログ波形再現技
術の最新バージョン「Advanced AL32 Processing Plus」を搭載。進化した独自のアルゴリズムによって補間ポイ
ントの前後に存在する多数のデータからあるべき点を導き出し、限りなく原音に近い理想的な補間処理を行いま
す。デジタル録音時に失われたデータを精巧に復元することで、歪みのない繊細な描写、正確な音の定位、豊か
な低域、原音に忠実な再生を実現します。

マスタークロックデザイン
Advanced AL32 Processing Plusなどの処理を行うFPGAの近傍に配置した超
低ジッタークロックから供給されるマスタークロックでFPGAとUSBデジタ
ルオーディオインターフェースを動作させるマスタークロックデザインを
採用。品質の高いマスタークロックにより各デジタル回路を正確に同期さ
せることにより、ジッターを抑えた高品位な再生を実現しています。さら
に、44.1kHz系、48kHz系の2系統のクロックを入力信号のサンプリングレ
ートに合わせて切り替え、最適な周波数のクロックを供給。非整数倍の分周によるジッターを排除することによ
り、時間軸方向での波形の揺らぎを抑え、理想的な信号処理をおこないます。

DSD 11.2 MHz、PCM 384 kHz / 32bit 対応 USB-DAC
USB-DAC 機能は、DSD 11.2 MHz および PCM 384 kHz /32 bit の入力に対応
しています。DSD の伝送方式は ASIO ドライバーによるネイティブ再生と
DoP (DSD over PCM Frames)をサポート。また、PC 側のジッターを多く含
んだクロックを使用せず、PMA-60 の超低位相雑音クロック発信器によって
生成されるマスタークロックで制御を行うアシンクロナスモードにも対応
しています。

192 kHz / 24 bit 対応デジタル入力
テレビや CD プレーヤーなどデジタル機器を接続できる光デジタル入力を 2 つ、同軸デジタル入力を 1 つ装備し
ています。最大 192 kHz / 24 bit のハイレゾ音源の入力に対応しています。

リニアPCM

DSD

USB-B
同軸デジタル
光デジタル

サンプリング周波数

ビット長

サンプリング周波数

ビット長

2.8 / 5.6 / 11.2 MHz

1 bit

44.1 / 48 / 88.2 /96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384 kHz

16 / 24 / 32 bit

―

―

32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz

16 / 24 bit

PCノイズをシャットアウトするデジタルアイソレーター
USB-B入力に接続されたPCから流入する高周波ノイズによる音質への悪影
響を排除するために、高速デジタルアイソレーターを搭載。ICチップ上に
組み込まれたトランス・コイルを介して磁気により音楽データのみを伝送
し、繊細なオーディオ信号に影響を与えるノイズはシャットアウトしま
す。

Hi-Fiコンポーネント 「NEシリーズ」にも採用された高音質カスタムパーツ
デノンの新世代Hi-Fiコンポーネントである「NEシリーズ」にも採用されているオーディオ用電解コンデンサーや
抵抗器、フィルムコンデンサーなどを多数採用しています。サウンドマネージャーによる試聴を重ねてPMA-60
に最適なパーツを選定。さらに音質を磨き上げるために、電解コンデンサーにはパーツメーカーと共同開発した
カスタムパーツを投入しました。

Bluetooth® & NFC対応
iOSデバイスやAndroidスマートフォンなどからワイヤレスで音楽が楽しめるBluetooth機能を搭載。標準オーディ
オコーデックのSBCに加え、より高音質なAAC、さらにQualcomm®による高音質・低遅延コーデック「aptXTM
Low Latency」にも対応しているため、迫力ある音で音楽やゲームをお楽しみいただけます。NFC機能にも対応
しており、PMA-60のNFCマークに対応Bluetooth機器をタッチするだけでペアリングや接続ができます。最大8台
の機器とペアリングできるため、お持ちのスマートフォンやPCを一度登録すれば、再生のたびにペアリングしな
おす必要はありません。Bluetooth機能をオフにして音質に影響を与えるノイズを抑えることも可能です。

Bluetooth 機器を同時に接続できるマルチポイント機能
本機で音楽を再生できるのは Bluetooth 接続している機器のうち 1 台のみですが、同時に 3 台の Bluetooth 機器を
接続しておくことができます。よく使う機器を接続しておくと、再生する機器を切り替えるときに接続し直す手
間がいらず便利です。

DCD-50にベストマッチ
ボリュームノブを除く幅、高さ、奥行きが同一のDCD-50と組み合わせればCDも
Advanced AL32 Processing Plusを用いた高音質再生が可能です。

縦置きにも対応
本機は縦置きと横置きのどちらにも対応しているため、スペースが限られるデスクトップ
でも本格的なオーディオシステムを構築できます。縦置き時には、ねじ込み式のフットを付
け替えることができます。また、本体の向きに従ってディスプレイ表示が自動的に回転しま
す。

質感の高いアルミニウムパネル
本体上下のパネルには 3mm 厚のアルミニウムを使用し、剛性を向上。外部
振動による音質への影響を抑えています。表面仕上げはサンドブラスト加工
により上品かつプレミアムな質感を実現しました。

視認性の高い有機ELディスプレイ
入力ソースや音量などを表示するディスプレイには視認性に優れた有機ELディスプレイを採用しています。ディ
スプレイの輝度は部屋の明るさに合わせて3段階で調整することができます。

その他の特長
■ サブウーハープリアウト
■ DCD-50の操作もできるワイヤレスリモコン付属
■ ソースダイレクト機能
■ トーンコントロール機能（高音 ±8 dB、低音 ±8 dB）
■ 左右バランス機能
■ 3段階のディスプレイディマー
■ ワイヤレスリモコン付属
■ オートスタンバイ機能（30分）
■ 着脱式電源コード

主な仕様
オーディオ特性
定格出力

25 W + 25 W （8Ω、1 kHz、THD 0.1 %、両チャンネル駆動）
50 W + 50 W （4Ω、1 kHz、THD 1.0 %、両チャンネル駆動）

出力端子

スピーカー：負荷 4 ～ 16Ω

全高調波歪率

0.004 %（Digital In、定格出力、-3 dB、8Ω、1 kHz）

S/N比

110 dB（Digital In、25 W、8Ω、1 kHz、IHF-A）

入力感度 / 入力インピーダンス

AUX：0.13 V / 22 kΩ

ヘッドホン：Φ6.3mmジャック

入出力端子
アナログ音声入力端子

アンバランス入力×1

デジタル音声入力端子

USB-B入力×1、同軸デジタル入力×1、光デジタル入力×2

Bluetooth部
バージョン

3.0

対応プロファイル

A2DP 1.3、AVRCP 1.5

対応コーデック

aptX Low Latency、AAC、SBC

周波数帯域 / 送信出力 / 最大通信範囲

2.4 GHz 帯域 / 最大2.5 mW（Class2） / 約10 m （見通し距離）
※実際の通信範囲は機器間の障害物、電子レンジの電磁波、静電気、コードレスフォ
ン、受信感度、アンテナの性能、操作システム、アプリケーションソフトウェアなど
の影響により異なります。

総合
外形寸法（W × H × D）

200 x 86 x 258 mm（横置き時）
80 x 206 x 258 mm（縦置き時）

質量

2.7 kg

消費電力

35 W

待機電力

0.2 W

付属品

かんたんスタートガイド、取扱説明書、リモコン（電池内蔵）、
キャップ（シルバー）×4、USB ケーブル、電源コード

* DDFATM・aptXTMはQualcommの商標です。
* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。
* Nマークは、米国及びその他の国における、NFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
* DSD、Direct Stream DigitalおよびDSDロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
* Windows、Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの商標、または登録商標です。
* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。
* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。

2017 年 8 月 29 日

デザインシリーズに新しく加わった
お手ごろ価格のコンパクト Hi-Fi プリメインアンプ
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主な特長
⋅ BTL 構成 Class D パワーアンプ
⋅ フルデジタル・プロセッシング
⋅ マスタークロックデザイン
⋅ 高音質ヘッドホンアンプ
⋅ Bluetooth 対応 （aptX Low Latency / AAC / SBC 対応）
⋅ 質感の高いアルミニウムパネル
⋅ 縦置き対応

BTL 構成 Class D パワーアンプ
増幅回路には、両チャンネル駆動時の定格出力 40W＋40W（4Ω）を誇る
Class D パワーアンプを搭載。1 チャンネルにつき 2 つのパワーアンプを使
用してスピーカーをパワフルに駆動する BTL 構成を採用しています。Class
D パワーアンプの要である PWM プロセッサーには広帯域に渡ってローノイ
ズな高音質タイプを搭載。PWM プロセッサー、およびパワーステージの電
源回路には、パーツサプライヤーとサウンドマネージャーが共同開発したデ
ノン専用の高音質カスタムコンデンサーを用い、優れた空間表現力とサイズ
を超えたスピーカー駆動力を両立しています。また、音質に大きな影響を与えるローパスフィルター回路には、デ
ノンカスタムの無酸素銅（OFC）線とマンガン亜鉛コアによるインダクターと Hi-Fi オーディオグレードの高音質
フィルムコンデンサーを採用。温度特性に優れ、常に安定したパフォーマンスを発揮します。

フルデジタル・プロセッシング
PMA-30 は、デジタル入力型の Class D アンプを搭載しているため、デジタルソースを再生する際には入力から出
力までのすべての処理をデジタルドメインで行うことが可能です。これによりアナログアンプで問題になる外来
ノイズの影響を排除することができ、透明感、分解能に優れた空間の描写を可能としています。

高音質ヘッドホンアンプ搭載
ヘッドホンでも高音質な音楽再生を楽しめるように、スピーカー出力用パ
ワーアンプとは別にヘッドホン出力専用アンプを搭載しました。電圧増幅
段にはハイスピード、ローノイズな高速オペアンプ、出力バッファーには
ディスクリート回路を採用し、ヘッドホンのパフォーマンスを十分に引き
出します。また、インピーダンスの高いヘッドホンでも最適な音量が得ら
れるように3段階のゲイン切り替え機能を搭載しています。
※ ヘッドホンのプラグを差し込むと、スピーカー端子から音が出なくなります。

精密なデジタルボリュームコントロール
音量は、1dB ステップで精密な調整が可能です。デジタルドメインで処理を行うため、左右チャンネルの音量差
を生じるギャングエラーやクロストークを完全に排除することができます。

マスタークロックデザイン
デジタルオーディオインターフェースの近傍に配置した超低ジッタークロ
ックから供給されるマスタークロックでデジタルオーディオインターフェ
ース、Class Dパワーアンプを動作させるマスタークロックデザインを採
用。品質の高いマスタークロックにより各デジタル回路を正確に同期させ
ることにより、ジッターを抑えた高品位な再生を実現しています。

Hi-Fiコンポーネント 「NEシリーズ」にも採用された高音質カスタムパーツ
デノンの新世代Hi-Fiコンポーネントである「NEシリーズ」にも採用されたオーディオ用電解コンデンサーや抵抗
器、フィルムコンデンサーなどを多数採用。サウンドマネージャーによる試聴を重ねて最適なパーツを選定しま
した。さらに音質を磨き上げるために、電解コンデンサーにはパーツメーカーと共同開発したカスタムパーツを
投入しました。

192 kHz / 24 bit 対応デジタル入力
テレビや CD プレーヤーなどデジタル機器を接続できる光デジタル入力を 2 つ、同軸デジタル
入力を 1 つ装備しています。最大 192 kHz / 24 bit のハイレゾ音源の入力に対応しています。

DCD-50にベストマッチ
ボリュームノブを除く幅、高さ、奥行きが同一のDCD-50と組み合わせればCDもフルデジタル・プロセッシング
の高音質で楽しめます。

Bluetooth®対応
iOSデバイスやAndroidスマートフォンなどからワイヤレスで音楽が楽しめるBluetooth機能を搭載。標準オーディ
オコーデックのSBCに加え、より高音質なAAC、さらにQualcomm®による高音質・低遅延コーデック「aptXTM
Low Latency」にも対応しているため、迫力ある音で音楽やゲームをお楽しみいただけます。最大8台の機器とペ
アリングできるため、お持ちのスマートフォンやPCを一度登録すれば、再生のたびにペアリングしなおす必要は
ありません。Bluetooth機能をオフにして音質に影響を与えるノイズを抑えることも可能です。

Bluetooth 機器を同時に接続できるマルチポイント機能
本機で音楽を再生できるのは Bluetooth 接続している機器のうち 1 台のみですが、同時に 3 台の Bluetooth 機器を
接続しておくことができます。よく使う機器を接続しておくと、再生する機器を切り替えるときに接続し直す必
要がなく便利です。

縦置きにも対応
本機は縦置きと横置きのどちらにも対応しているため、スペースが限られるデスクトッ
プでも本格的なオーディオシステムを構築できます。縦置き時には、ねじ込み式のフッ
トを付け替えることができます。また、本体の向きに従ってディスプレイ表示が自動的
に回転します。

質感の高いアルミニウムパネル
本体上下のパネルには 3mm 厚のアルミニウムを使用し、剛性を向上。外部
振動による音質への影響を抑えています。表面仕上げはサンドブラスト加工
により上品かつプレミアムな質感を実現しました。

視認性の高い有機ELディスプレイ
入力ソースや音量などを表示するディスプレイには視認性に優れた有機ELディスプレイを採用しています。ディ
スプレイの輝度は部屋の明るさに合わせて3段階で調整することができます。

その他の特長
■ サブウーハープリアウト
■ DCD-50の操作もできるワイヤレスリモコン付属
■ ソースダイレクト機能
■ トーンコントロール機能（高音 ±8 dB、低音 ±8 dB）
■ 左右バランス機能
■ 3段階のディスプレイディマー
■ ワイヤレスリモコン付属
■ オートスタンバイ機能（30分）

主な仕様
オーディオ特性
定格出力

20 W + 20 W （8Ω、1 kHz、THD 0.7 %、両チャンネル駆動）
40 W + 40 W （4Ω、1 kHz、THD 1.0 %、両チャンネル駆動）

出力端子

スピーカー：負荷 4 ～ 16Ω
ヘッドホン：Φ6.3mmジャック

全高調波歪率

0.05 %（Digital In、定格出力、-3 dB、8Ω、1 kHz）

S/N比

100 dB（Digital In、25 W、8Ω、1 kHz、IHF-A）

入力感度 / 入力インピーダンス

AUX：0.13 V / 22 kΩ

入出力端子
アナログ音声入力端子

アンバランス入力×1

デジタル音声入力端子

同軸デジタル入力×1、光デジタル入力×2

Bluetooth部
バージョン

3.0

対応プロファイル

A2DP 1.3、AVRCP 1.5

対応コーデック

aptX Low Latency、AAC、SBC

周波数帯域 / 送信出力 / 最大通信範囲

2.4 GHz 帯域 / 最大2.5 mW（Class2） / 約10 m （見通し距離）
※実際の通信範囲は機器間の障害物、電子レンジの電磁波、静電気、コードレスフォ
ン、受信感度、アンテナの性能、操作システム、アプリケーションソフトウェアなど
の影響により異なります。

総合
外形寸法（W × H × D）

200 x 86 x 258 mm（横置き時）
80 x 206 x 258 mm（縦置き時）

質量

2.7 kg

消費電力

35 W

待機電力

0.2 W

付属品

かんたんスタートガイド、取扱説明書、リモコン（電池内蔵）、
キャップ（シルバー）×4

* aptXTMはQualcommの商標です。
* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。
* DSD、Direct Stream DigitalおよびDSDロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。
* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。

