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セルフパワードのLYON™は、Meyer SoundのLEO®ファミリーのリニア
ラインアレイスピーカーです。限界に達した場合でも、サウンドに色付
けすることなく、驚異的なパワーと明瞭さでオーディオを忠実に再現し
ます。 LYONは、定評のあるLEO-M™と同等のヘッドルームと精度を
継承し、より軽量でコンパクトなキャビネットに搭載された最先端技術
を提供します。

リギングとセルフパワード構成の最適化により、LYONシステムのセッ
トアップを効率化します。LYONは、LEO-Mの極端なロング・スロー機
能を必要としない中規模から大規模の現場に最適です。

柔軟性を高めるために、LYONには3種類のモデルが用意されていま
す。LYON-Mは90度の指向角を持ち、LYON-Wは100度の広い指向
角を提供し、LYON-WXTは垂直指向を拡張する広い指向角を備えて
います。LYON-Wは、広い指向性が必要なアプリケーションであれ
ば、メインシステムのボトム、ミドル、またはアウトフィルアレイのトップ
にも使用可能です。LYON-WXTは、垂直方向の分散を大きくした広い
指向性が必要なアプリケーションで、極端にカーブしたアレイのボト
ム、またはフロントフィルスピーカーを使用できない場合にも使用可能
です。 LYON-WとLYON-WXTは、LYON-Mの音響特性に一致するた
め、水平方向の指向性の変遷はシームレスです。

LYONとMeyer Soundの1100-LFC低域コントロールエレメントを組み
合わせることにより低域を補完します。Galileo®GALAXYネットワーク
プラットフォームでシステム全体を駆動します。このプラットフォームは
24ビット、96kHzのオーディオ、マトリックスルーティング、アライメント
およびアレイコンポーネントの処理をします。GALAXYネットワークプ
ラットフォームのディレイインテグレーションを使用することですべての
LYONモデルをLEO-Mに音響的に適合させることができます。このア
プローチにより、LEO-Mアレイのダウンフィルやミッドフィルとして、ま
たLEO-Mシステムの補完用サイドフィルやアウトフィルアレイとして使
用することができます。

指向性パターンとリニアピークSPLを含む最適なパフォーマンスを保
証するために、Meyer SoundのMAPP™システム設計ツールを使用し
てLYONシステムをデザインします。この便利なツールは、リギングの
定格荷重の確認にも役立ちます。

LYONの高周波数帯域は、特許のREM®マニフォールドを介して定指
向ホーンに結合された独自のコンプレッションドライバー2基で構成さ
れています。マニフォールドのスムーズな放射特性により、タイトな垂
直カバレッジがもたらされています。低域には、専用のロングエクス
カーションコーンドライバーが2基搭載され、継続的な高い出力レベル
に耐えることができます。低域と高域ドライバー間の精密な位相およ
びマグニチュード調整により、非常に安定したシステム応答が得られ
ます。

ユニットのパワーアンプは、50/60HzでAC85V-AC134Vおよび
AC165V-AC264Vの定格電圧で動作します。TruPower®リミッターはド
ライバーを最大限保護し、パワーコンプレッションを最小限にしつつ継
続的なピークパワーでの高い出力を生み出します。キャビネットの背
面には、アンプ、制御装置、電源が組み込まれた交換可能な単一モ
ジュールがあります。

LYONにはMeyer SoundのRMS™遠隔監視システムが標準装備されて
おり、Mac®またはWindows®ベースのコンピューターでシステムのモ
ニタリングが可能です。XLR5ピンコネクターにより、RMS信号とバラン
スオーディオ信号の両方を供給する複合ケーブルが使用できます。
また、XLR3ピンオーディオコネクターにも変更可能です。

LYONには直感的に使用できる専用吊金具GuideALinks™が用意され
ており、スタックされたまま希望の角度にセットすることができます。
様々なリギングアクセサリーを取り揃えたLYONは、多様なアプリケー
ションに対応する汎用的なソリューションです。

LYONキャビネットは、マルチプライバーチで質感のあるブラック仕上
げが施されています。黒メッシュカバーが付いた金属グリルがドライ
バーを保護します。その他のオプションとして、防滴仕様やカスタムカ
ラー仕上げなどがあります。

LYON™  リニアラインアレイスピーカー
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特徴

• 柔軟性を重視し、メイン指向性のLYON-M、ワイド指向性のLYON-W、ワイド指向性を垂直方向に拡張させたLYON-WXTの3タイプ

• Meyer SoundのLEO-Mラインアレイ、および1100-LFC、VLFC低域コントロールエレメントとシームレスに統合

• あらゆる動作レベルでの卓越したリニア性とトランジェント再生により、高いピークパワーでの出力を実現

• セルフパワードにより、セットアップを簡素化し信頼性を向上

アプリケーション

• 中規模から大規模アプリケーション

• アリーナ、劇場、映画館、教会、設備

• ツアリングPAシステム

• LEO-Mシステム用ダウンフィル、ミッドフィル、サイドフィル、アウトフィルスピーカー

アクセサリー

MTG-LYON Top Grid:  5:1の安全率とBGV C1で最大22台のLYONをフライングが可能です(制限あり)。6つのピックアップポイントを備え、多様なピックアップ構成に
対応します。レーザーや傾斜計用のブラケットやアダプターのアタッチメントポイントも備えています。リギング負荷定格を確認するには、常にMAPPを使用してくだ
さい。

MVP Motor Vee Plate: MTG-LYON (他のすべてのLEOファミリーグリッド) に取り付け、LYONアレイの水平方向の角度微調整をします。

RPP-LEO-M Rear Pull-up Plate:  取り付け時にアレイのスプレイ角度を拡大するためのプルアップ(モーター付き)。青色のロックピンの挿入を容易にすることで、
広いスプレイ角度を持つ大型アレイの組み立てに役立ちます。

MTF-LEO-M/LYON Transition Frame:  LEO-Mアレイの下にダウンフィルとして5:1の安全率とBGV C1で最大9台のLYONのフライングが可能です(制限あり)。背面
には、プルバック用のアタッチメントポイントがあります。

MTF-LYON/LEOPARD Transition Frame:  LYONラインアレイの下にダウンフィルとして5:1の安全率とBGV C1で最大10台のLEOPARDのフライングが可能です(制
限あり)。背面には、プルバック用のアタッチメントポイントがあります。折り畳み式でスタックされたLEOPARDに乗せたまま容易に移動できます。

PBF-LYON Pull-back Frame:  LYONラインアレイの下に取り付けて、アレイの極端なダウンチルトをする場合のプルバックに用います。また、プルアップしてアレイ
の傾斜角度を拡張できるため、青色のロックピンを簡単に挿入できます。

MCF-LYON Caster Frame:  最大4台のLYONを安全に運搬し、4台のキャビネットのブロックでアレイのセットアップを容易にします。また、4台のスタックに対応する
耐久性に優れたナイロン製カバーが用意されています。

Galileo GALAXY Network Platform:  Galileo GALAXYネットワークプラットフォームは、複数のゾーンを持つスピーカーシステムに最先端のオーディオ制御技術を提
供します。 
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仕様

音響特性1 LYON-M LYON-W LYON-WXT 

再生周波数帯域2 55 Hz–16.5 kHz 

周波数特性3 80 Hz– 6 kHz ±30° 

最大音圧レベル 

リニアピークSPL3 

143.5 dB with crest factor 
>17.5 dB (M-noise),
137.5 dB (Pink noise),
140 dB (B-noise) 

143.5 dB with crest factor 
>17.5 dB (M-noise),
136.5 dB (Pink noise),
138.5 dB (B-noise) 

143.5 dB with crest factor 
> 17.5 dB (M-noise),
136.5 dB (Pink noise),
138.5 dB (B-noise) 

指向角度 LYON-M LYON-W LYON-WXT 

水平指向角度 90° 110° 110° 

垂直指向角度 アレイの長さと構成により異なる、LYON-WXTは垂直方向の指向角を拡張。

ドライバー構成

低域 12インチロングエクスカーションコーンドライバーx2、4Ω公称インピーダンス

高域 3インチコンプレッションドライバーx2、特許取得のREMマニフォールドを経由して定指向ホーンと結合。16Ω公称インピーダンス

オーディオ入力

タイプ 差動式、電子バランスタイプ

最大コモンモード電圧 ±15 V DC、過渡電圧保護のためにアース接続 

コネクター XLR5ピンF(ループ出力M付)、XLR3ピンFコネクター(バランスタイプ音声のみ) 

入力インピーダンス 10 kΩ：オーディオバランス入力 ピン 2・3 間 

ピンアサイン4 

ピン1：シールドと、1kΩ、1000pF、15V で構成されたネットワークを介したシャーシ/アース

が、オーディオ周波数において仮想グランドリフトを提供。 
ピン2：オーディオ信号 (+) 
ピン3：オーディオ信号 (-) 
ピン４：RMS
ピン５：RMS
ケース：アースグランド・シャーシ

定格入力感度 0 dBV (1 V rms) 連続。通常ノイズ/オーディオ信号のリミッター開始ポイント。 

入力レベル ＋20dBV (10Vrms) @50Ω：最大音圧レベル時 

アンプ

タイプ 3チャンネルコンプリメンタリーMOSFET出力段（クラスAB/H ブリッジ）

トータル出力5 8500 W peak 

THD, IM, TIM < 0.02% 

冷却 超高速ファンx2、超高速予備ファンx2 

電源

電源コネクター パワコン32

自動電圧選択 95–125V,50–60Hz、208–235V,50–60 Hz 

安全電源範囲 100-240V,50–60 Hz

最低動作電圧 85V オン、134Vオフ、 165 Vオン、 264Vオフ 

消費電流

アイドル電流 1.2A rms (AC115V)、 0.6A rms (AC230V)、0.7A rms (AC208V) 

最大連続消費電流(>10 sec) 11.2A rms (AC115V)、 5.6A rms (AC230V)、6.2A rms (AC208V) 

バースト電流 (<1 sec)6 15.4A rms (AC115V)、 7.5A rms (AC230V)、8.2A rms (AC208V) 

瞬間最大電流 45 A peak (AC115V)、 23 A peak (AC230V)、25 A peak (AC208V) 

インラッシュ電流 15A以下(ピーク) 



スピーカは、セルフパワード、リニア、低歪のラインアレイスピーカーです。ドライ

バーは、特許取得のREMマニフォールドを介して定指向ホーンと結合した3イン

チコンプレッションドライバー2基と、12インチロングエクスカーションコーンドライ

バー2基で構成されています。

スピーカーは、内部処理とコンプリメンタリーMOSFET出力段を備えた3チャネル

のクラスAB/Hアンプを組み込んでいます。保護回路には、TruPowerリミッター

が含まれます。オーディオ入力は、10kΩインピーダンスのオーディオバランス

入力で、公称0dBV(1.0Vms)です(最大音圧レベル時は+20dBV)。オーディオコネ

クターは、バランスオーディオ信号対応のXLR3ピンF/M、またはバランスオー

ディオ信号とRMS信号の両方に対応するXLR5ピンです。

標準的なユニットの性能仕様は、1/3オクターブの分解能で測定し、再生周波数

帯域は55Hz-16.5kHzです。位相特性は80Hz-16kHz ±30°です。リニアピーク

SPLは、M-ノイズを使用して自由音場4ｍで測定し1mに換算、波高率>17.5dBで

143.5 dBです。

内部電源は、EMIフィルタリング、ソフト電流オンおよびサージ抑制を実行しま

す。電力要件は、50/60Hzでの公称100V、110V、または230VのACライン電流で

す。ULおよびCEの動作電圧範囲は、50Hz/60HzでAC95V-AC125Vおよび

AC208V-AC235Vです。バースト時(<1秒)の消費電流は、AC115Vで15.4A rms、

AC230Vで7.5A rms、AC208Vで8.2A rmsです。ソフトオン時の突入電流

は、AC230Vで15Aを超えてはなりません。AC電源コネクターはパワコン32で

す。スピーカーにはRMSリモートモニタリングシステムモジュールが含まれます。

コンポーネントは、プレミアムマルチプライバーチで質感のあるブラック仕上げを

施した最適な通気性のあるエンクロージャーに格納されます。フロント保護グリ

ルは、パウダーコーティングを施したブラックメッシュ付き六角打ち抜きスチール

です。寸法は、幅969mmx高さ377mmx奥行き533mmです。質量は、90.3kgです。

スピーカーはMeyer Sound LYONです。

1. スピーカーのカバレッジとSPL はMeyer Sound のMAPP システム設計ツールを使用し予測できます。

2.  推奨最大動作周波数範囲です。負荷と測定空間の音響特性に依存します。

3. リニアピーク SPL は、4m の自由音場で 1m を基準にして測定されます。M-ノイズを使用してリミッター動作開始ポイントで、2 時間、50℃周囲温度で測定さ
れるスピーカー音圧の圧縮度は 2dB 以下です。

M-ノイズは、スピーカーの音楽的パフォーマンスをより良く測定するために Meyer Sound によって開発された全帯域（10Hz-22.5kHz）を含むテスト信号で
す。オクターブバンドごとに瞬間的なピークレベルが一定で、派高率は周波数とともに増加し、全帯域においてピーク対 RMS比は 18dB です。クレストファ
ターに関してより大きい記号（>）の存在は、EQと境界の負荷に応じてより高い可能性があることを示します。

ピンクノイズは、ピーク対 RMS 比が 12.5dB の全帯域テスト信号です。 

B-ノイズは、Meyer Soundテスト信号で、一般的な入力スペクトルの再生に対してのシステム動作を反映している測定値として確認でき、またピンクノイズに
比較してマージンがあります。

4. ピン4,5（RMS）は、XLR-5 ピンコネクターでバランスオーディオ信号とRMS 信号の両方に対応します。

5. アンプが生成するクリップしないレベルのピーク電圧を、公称負荷インピーダンスに印加した時のピーク出力です。

6. AC 電源ケーブルは、バースト電流 (rms) 条件下でも、ケーブル伝送によるスピーカー電圧降下が指定動作範囲以下に下がらないように十分なゲージに
する必要があります。
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RMS ネットワーク 

2 芯ツイストペア ネットワーク。すべてのアンプパラメータをコンピューターで監視。 

外観

サイズ W969 x H377 x D533 mm 

質量 90.3 kg 

エンクロージャー カンバ材積層合板 (質感のあるブラック仕上げ)

保護グリル パウダーコーティング、ブラックメッシュ付き六角打ち抜きスチールグリル

リギング
エンドフレーム(0.4375x0.090インチのクイックリリースピンで固定した専用GuideALinksを用いて

0.5°–9°のスプレイ角度に対応。LYON-WXはスプレイ角度8°–15°)、取り外し可能なサイドハンドル




