
Specifications 

Lina ネットワーク DAC

サイズ／重量
アナログ出力

しR クロストーク

ストリーミング

デジタル入力

周波数特性
(filter 1使用時）

220mm (W) x 121.5mm (H) x 339mm (D) 7.4kg 
• 1 x stereo pair 3 pin balanced XLR 
• 1 x stereo pair unbalanced RCA 
-115d80以上、 20Hz・20kHz

• UPnP • Oobuz • Deezer • Tidal • Internet Radio 
• Spotify • Apple AirPlay 2 (support at 44.1 or 48kS/s) 
• RoonReady 
• 2 x AES/EBU 3 ビン XLR44. l-384kS/s 
• 1 x S/PDIF BNC Coax 44.1-192kS/s 
• 1 x S/PDIF on RCA 44.l-192kS/s 
• 1 x Toslink 44. l-96kS/s 
• 1 x USS Type 8 44 l-384kS/s、 PCM、 DSD、
DSDx2 （エイシンクロナス）

• l xUSBTypeA 
（大容屋ストレージ用、 dCS Mosaicによりナピゲート）

• Fs = 44.1 or 48kS/s +/.0.ldB、 10Hz-20kHz
• Fs = 88.2 o「 96kS/s +/.0.ldB、 10Hz-20kHz-3d8 @ >38kHz 
• Fs = 176.4 or l 92kS/s +/.0.1 dB、 10Hz-20kHz-3d8@ >67kHz 
• Fs = 352.8 or 384kS/s +/.0.1 dB、 10Hz-20kHz -3d8@ >lOOkHz 
• DSD64 +/-0.ldB、 1OHz-20kHz -3d8 @ >90kHz 
• DSD128 +/-0.ldB、 10Hz-20kHz-3dB @>lOOkHz 

残留ノイズ： ・ 16-bit data: -96d80以上、 20Hz-20kHzunweighted 
(6v 出力設定時） ・ 24-bit data: ー113d80以上、 20Hz-20kHz unweighted 
サンプル周波数、フォーマット： •44.l-384kHz、
（以下のレートとフォーマットに対応） •DSD 64、 128

• Native DSD + DoP (input dependent) 
• FLAC、 WAV、 AIFF、 MOA

Lina ヘッドフォンアンプ

サイズ／重量： 220mm (W) x 121.5mm (H) x 356mm (D) / 75kg 
ヘッドフォン出力： ・ 1 X デュアル 3・ピンバランス XLR(R Lチャンネル）

• 1 X シングル 4・ピンバランス XLR
• 1 X シングル V4'(6.35mm) /\ッドフォンジャック

SNtt : 11 OdB 20Hz-20kHz A-weighted 
(6Vrms バランス入出力時）

アナログ入力： ・ 1ベア X ステレオシングルエンド RCA，入カインピーダンス 48k0
•1ベア x ステレオバランス XLR、i入カインピーダンス 16k0
•1ベア x パランスXLR、（パッファー）入カインピーダンス 96k0

THD+N : <0.005% @ 1 kHz 6V rms パランス出力 300
(BOkHz bandwidth) 

周波数特性： 1Hz-100kHz Better than +0/-3dB 

Lina マスタークロック

サイズ／重目 1220mm (W) x 121.5mm (H) x 339mm (D) / 7kg 
設定時間： 10分ほどでスペック値精度で動作
クロック制度： Better than +/.1 ppm 以上

（出荷時測定＋5'Cto +45'Cl 
ワードクロック出力： ・ 2 x independently buffered TTしcompatible output 

750BNC • Output 1: 44.lkHz 
• Output 2: 48kHz 
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LINA NetworkK DAC 
Linaシステムの心臓部である強力なネットワークストリーミングDACは、あらゆるデジタルソースから素睛らしいサウンドを提供します。

（類。べonて9ご言。：ロニご、＿D:；ノze卜「1、こ：P亡e AlrPlay 2などからのハイレゾストリーミングをサポート）
❖dCS Ring DAC™ とデジタル・プロセッシング・プラットフォーム搭載。

主な特徴
• dCS Ring DAC™ システムとデジタル処理プラットフォームにより、ソースに記録されているデータを細大漏らさず再現し、ディテール農かにしかもナチュラルな音質で、
わくわくするような音楽性を伴って聴き手にお届けします。

• dCS Mosaicプラットフォームは、 Roon、 Spotify、 Deezer、 Oobuz、 TIDAL、 In ternet Rad io、 Apple AirPlay 2によるハイレゾストリーミングに対応しています。
●フレキシピリティーに宮むファームウェアは、将来の新機能や機能強化というアップグレードに対して、 dCSは強力なサボートをいたします。
●音楽プロデューサーは前に岱かれたモニタースビーカーから作品を聴いて、作品にオーケーを出します。特許取得のdCS Expanseにはリスナーの前に四かれた左右のスビーカー
から音が出るように、ヘッドフォン自体の性能を高めます。この自然なサウンドステージが聴き手を演奏現場に誘います。

●カスタマイズ可能なメニューを備えたタッチスクリーンUIにより、リスナーは再生操作やシステム設定の調整をいとも簡単に行うことができます。
●コンバクトでスマートなデザインでありながら、多様な機能を搭載した新しいDACです。

Lina ネットワークDACについて
Lina ネットワークDACは、定評あるdCSのテクノロジーとヘッドフォンリスナーのために開発された新しい革新的技術との組み合わせ、ということか

ら、継続的であると同時に新たな始まり、と見ることができます。 LinaはdCSによるヘッドフォン再生に対する大胆な新解釈に加えて、カタチと機能

とを、新しくイメージした製品になりました。

Lina ネットワークDACは、 dCSRing DAG™やデジタル処理プラットフォーム(OPP)といった核となるdCS再生技術に、ヘッドフォンリスナーのために

開発された新しい革新的技術を加えました。例えば、 dCS初のタッチスクリーンディスプレイ、ナピゲーションを容易にするユーザーインターフェース、

強力なフレックスリジッド回路基板などです。 dCS DAGに期待されるすべての機能をLina ネットワークDACの小さなシャーシに凝縮しました。

その結果、リピングからワークスペース、スタジオまで、幅広い環境での使用を想定したバワフルで素睛らしい性能の製品が誕生しました。広いダイ

ナミックレンジ、鮮明でクリアな再生音、広大なサウンドステージ、自然でしなやかな音色など、音楽再生に対するdCS独自のアプローチを凝縮した、

デイテールに富んだ、音楽的で深みのあるサウンドを提供します。

Lina ネットワークDACは、独自のヘッドフォン最適化技術にエレガントで手触りの良いデザインとし、高性能なストリーミング・プラットフォームを

加え、どんなジャンルの音楽を演奏しても泰晴らしいサウンドを提供する、汎用性の高いフロントエンド機器となりました。細部までの表現と同時に

音楽を徹底的に楽しめるのですから、リスナーはLinaシステムによってインスピレーションが触発されて、お聴きになるアーティストやレコーディング

に対してまったく新しい視点から聴き馴染んだ音楽を再評価なさるかもしれません。

長時間聴き続けても疲れない音楽演奏

Lina ネットワークDACは膨大な機能を備えていますが、操作のシンプルさ、利便性、使いやすさを念頭に置いて設計されています。また、 dCS

Mosa icアプリは、複数のソースやオーディオライプラリーから音楽をプラウズしてアクセスしやすく、人間工学に基づいた方法によって操作できます。

入力と出力の選択、ユーザーの好みによるフィルター選択により、妥協することなく、あらゆるソース、あらゆるフォーマットのオーディオを間断なく

楽しむことができます。

周到な設計

Lina ネットワークDACは、優れた音評特性を持つアルミニウムの塊から

切削されたシャーシに格納され、歪みやノイズを最小限に抑えた上で

ピットバーフェクトデータから優れた音質で音楽を楽しめるように、細心

の注意を払って設計されています。アルミニウムの塊からの切削加工に

始まり、内部の固定部品やコンボーネント、独自のハードウェアとソフト

ウェアに至るまで、設計のあらゆる側面が慎重に検討され、徹底的なテスト

を経て完成されたLina ネットワークDACは、最高レベルの品質と信頼性

を保証しています。このような全体的なアプローチと細部へのこだわりが、

dCS製DACのサウンドが他を圧倒している理由の一つです。
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技術進化に沿う発展性

Lina ネットワークDACの心臓部は、フレキシプルなコントロールポード、 dCS デジタルプロセスプラットフォームです。強力で堅牢、かつ高度にイン

テリジェントなシステムは、 dCSのエンジニアによってデザインされたコードに基づいて動作し、更新することが可能です。このため、 Linaシステムの

性能を長期にわたってアップグレードし続けることができます。

驚異的なサウンド

dCS ネットワークDACの心臓部であるRing DAC叫ま、超広帯域、技術的正確性、そしてデジタル録音の驚くべき詳細さ（最も繊細な音から、時間

感覚、倍音の動き、音楽演奏を取り巻く雰囲気まで）を明らかにする能力で定評のあるデジタルアナログ変換システムです。このユニークなコンポー

ネントは、第一世代から30年経った今でも改良を重ね、その音質と技術的な能力は他の追随を許さない存在であり続けています。

卓越したテクノロジ一

Lina ネットワークDACの設計の核となるのは、 2,000個以上の部品を搭載した強力なフレックスリジッド回路基板です。 dCSのエンジニアが設計

したこの並外れたテクノロジーにより、Linaの中核となるすべての機能と特徴をひとつの回路にまとめることができました。これにより、回路の

省スペース化はもとより、優れたオーディオ機器に不可欠なクリーンで最短信号経路をデザインできました。

強化された最適化機能
dCS Expanseは、Lina ネットワークDACのユーザーであれば誰でも利用できる、クロスフィードの最適化を強化したヘッドフォンのためのユニーク

なプロセス プラットフォームです。独自のマルチステージ処理方式により、 Expanseは録音の残響（音の定位、空間や奥行きの感党を確立するため

に重要なもの）を維持したままオーディオ空間を最適化します。ふたつのオプション設定により、さまざまなステレオ録音を聴く際に、より高い臨場

感を提供することができます。

LINA Headphone Amplifier 
高感度なヘッドフォンの性能をフルにドライプする
パワフルなソリッドステートヘッドフォンアンプ

（こ号豆忌誓計ィ合言；二豆号歪：直：ごこ）を含む）
主な特徴
●低出カインピーダンスにより、高感度モデルを含む市垢にある広範囲なヘッドフォンの
性能を最大限に引き出します。

●‘ノリッドステート・デザインにより、一円したクリーンなバフォーマンス。

●様々なデジタルソースやオーディオセットアップに対応する豊富な入力端子を装備しています。
●DCサーポシステム搭戟のクラスAB設計により、高い霞力効率と優れたリニアリティを

実現しました。
●アルミニウムの塊から切削されたシャーシにより、霜磁波の影響を受けにくい構造になって

います。

●音楽を細大漏らさず再現します。同時に、ヘッドフォンの性能を十分に引き出す能力を薬ね
備えています。

Lina ヘッドフォンアンプについて
カスタムIEMでもリファレンスレペルのオーパーイヤー ヘッドフォンでも、

Linaヘッドフォンアンプは、ご使用のヘッドフォンと音楽のインバクトを

そのままの形でリスナーにお届けします。超低出カインピーダンスにより、

市場にあるさまざまなデザインのヘッドフォンを確実に駆動し、ヘッドフォン独自のスペックや特質性に適応して最適なバフォーマンスを実現します。

dCS初となるスタンドアローン・ヘッドフォンアンプは、パルトーク ヘッドフォンアンプの設計を発展させたクラスABアンプです。好評を博した

バルトークヘッドフォンアンプの発表後、 dCSはさらに開発研究を深め、単体でdCSヘッドファイシステムの一部としても使用できるスタンドアロー

ンコンボーネントを設計することに活手したのです。

徹底的な開発姿勢、広範囲なテスト、クリエーティピティを維持して、 dCSエンジニアリングチームは性能と効率をさらに高めた革新的なデザインと

機能を登載したユニークなヘッドフォンアンプを創りあげました。

Lina ヘッドフォンアンプは無色透明、十分なパワーとグリップカを発揮する、 dCS製品として誇れるヘッドフォンアンプになりました。低ノイズフロア、

広いダイナミックレンジ、優れたリニアリティのLinaヘッドフォンアンプは、音楽とヘッドフォン自体の真のサウンドとキャラクターを明らかにし、強力

なドライプカでリスナーを音楽演奏現場に招きます。

斬新なアプローチ

Linaヘッドフォンアンプは、高度なリニアリティと効率を維持するために、独自のクラスSuper A出力段を搭載しています。その設計は、クラスAシス

テムの忠実性とクラスBの熱特性とを合わせた設計、つまり、発熱は少なく、効率は高く、そして、クラスB設計にありがちなクロスオーパー歪みの

問題がないデザインなのです。 dCS開発チームは、新しいエラー補正技術を備えたDCサーポシステムを開発し、クリーンな信号経路を維持しながら、

入力電圧を補正することができたのです。この方式は、クラスAデザインの性能をすべて引き出しながら、発熱と電力消費を抑えることができる、

クラスAとクラスBとの、いいとこ取りとも言えるでしょう。

完璧な相棒

Linaヘッドフォンアンプは、パランスとアンバランスの豊富な入力端子を備えており、ほぼすべてのハイエンドヘッドファイセットアップに十分対応

します。パッファーのオプションにより、ハイインビーダンスとローインピーダンスの両方のデジタルソースに対応し、接続するソースを問わず最高の

サウンドが得られます。Lina ネットワーク DACとの組み合わせで究極のヘッドフォンによる音楽を、また単体でお好みのシステムに接続してもお

使いいただけます。

妥協のない選択

ヘッドフォンの種類によって、必要とされる電圧と電流は異なり、その効率やインピーダンスも異なります。 Linaヘッドフォンアンプは、さまざまな

負荷に対応し、さまざまなヘッドフォンで優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。低出カインピーダンス設計、低ノイズフロア、

広いダイナミックレンジ、高感度機器でのリスニング時に発生しがちなヒスノイズを排除するゲイン調整スイッチなど、設計やさまざまな機能によっ

てこれを実現しています。

十分なニュートラル性

dCSのすべての製品は、最高レベルの透明性を提供するために伯重に設計されており、Lina ヘッドフォンアンプもその例外ではありません。ニュ

ートラル、ウォーム、プライト、クール、その中間など、ヘッドフォンのユニークなキャラクターを尊重しながら、ヘッドフォンを最大限にドライプする

アンプを目指してdCSエンジニアリングチームは挑戦しました。様々なヘッドフォンを試用して開発、テストされたLinaヘッドフォンアンプは、ご使用

になるヘッドフォンやDACの音をそのまま尊重、ヘッドフォン デザイナーやメーカーが意図した音質をそのままリスナーにお届けするのです。リスナ

ーは、使い馴染んだヘッドフォンの性能を再発見し、感動も新たに、音楽に没頭なさるかもしれません。

野心的なエンジニアリング
Linaヘッドフォンアンプは、最高レペルの性能、品質、信頼性を実現するために、正真正銘、ゼロから築き上げた「グランドアップ」デザインです。この

ことは、内部部品の配置から回路設計、電子回路、アルミニウムの塊から切削されたシャーシ（優れた音蒋特性と電磁気特性を持つ航空機グレード

のアルミニウムを採用）に至るまで、ヘッドフォンアンプのあらゆる面において絶え閻ない探求が続けられ、新機能や技術を開発するとともに、Lina

システム設計の独自性を保っためにあらゆる製造的制約を取り払ったということです。言い換えれば、 dCSは世界最高のヘッドフォンアンプを、と

いう目的を絶えず念頭に四いてLinaシステムを完成させた、ということです。

LINA Master Clock 
グレード 1のマスタークロックは、ふたつの水晶発振器を使用して、正確で安定した

リファレンスクロッキングを提供します。Linaシステムの一部として使用することで、
音のあらゆる面を向上させ、音楽により没頭できる至高の音楽体験をリスナーに
お届けすることを目標にしています。

（こ芦云；：：：一三：：：：マ:]]![：ア］：：：：：：：：ノクさせ、）
主な特徴
●44.lkHzと48kHzのふたつの水晶発振器により、あらゆるオーディオ・フォーマットと周波穀

に対応した正確なクロッキングを実現。
●専用シャーシとエレクトロニクスによる独立設計により、クロック信号の干渉リスクを最小化。

●オープン制御のオシレーターを採用し、環埃変化に左右されない安定した動作を実現。
●ジッターのリスクを最小限に抑え、ストリーミングやUSB経由のリスニングで顕著な音打の

向上を実現します。
●クロック信号の精度は＋／．lppm。

●30年以上にわたる独自のクロッキング技術により、比類ない精度と長寿命を実現。

Lina マスタークロックについて
Lina Master Clockは、可能な限り高い水準の音質を実現するために、

dCSエンジニアリングチームの努力の結晶です。

dCSは30年以上にわたってプロフェッショナル用と家庭用のマスター

クロックを開発し提供してまいりました。また、 dCSマスタークロックを

システムに追加して大きな音質的効果を得たリスナーやオーディオ専門家からのフィードパックも、 Linaマスタークロックに反映されています。

Lina ネットワークDACのために設計されたこのマスタークロックは、ふたつの水晶発振器を使用し、あらゆるオーディオフォーマットと周波数

に対して正確で安定したクロッキングリファレンスを提供します。LinaネットワークDACと組み合わせることで、 DACの内部クロックシステムを

マスター信号にロックし、より高い精度でDACのオーディオ性能を向上させます。

また、独立型であるため、繊細なクロック部品を干渉の要因から保護することができます。各水晶発振器はオープンコントロールされており、

条件や温度の変化にも安定した性能を発揮します。

最大限の信頼性と長寿命を目指し、絶対的な精度と一貫性で動作するように設計された、静音かつ強力なコンボーネントです。 Li na ネットワ

ークDACやヘッドフォンアンプと組み合わせることで、音楽により深く入り込める体験をリスナーはお感じになることでしょう。 Linaマスターク

ロックは、リスナーのシステムが持つ本来のオーディオ サウンドに近づける強力な助っ人となるでしょう。

シンプルなインパクト
エレガントでシンプルなデザインのLinaマスタークロックは、音楽そのものをより深く楽しむために設計されたコンボーネントで、そのまま接続する

だけでより良い音が楽しめます。あとはスイッチを入れて特等席に座るだけ。リスナーは音楽との深い結びつきをお感じになるでしょう。

35年の歳月を経て

dCSは、 1980年代に他社に先駆けて外付けのマスタークロックを開発し、改良に改良を加えてきました。Lina マスタークロックは、プロ用および

家庭用のクロックの開発で培った豊富な経験と、数々の革新的な技術を結集して開発されました。

感動しなければオーディオではない

デジタルオーディオシステムにマスタークロックを追加することで、音に劇的なインバクトを与えられる、という事実がdCSの研究によって明らかに

なりました。試聴テストでは、イメージング、解像度、ダイナミックな表現力、定位感が向上し、さらにリズムの動きや流れが感じられるようになった

ことが多くのレコーディングエンジニアや音楽プロデューサーからも確認されています。このような理由から、 dCSはクロッキングの精度とノイズの
低減という基本性能を向_I:_させ、すべてのマルチコンポーネントやdCSシステムのマスタークロックを開発し続けているのです。

熟練した職人技

Lina マスタークロックは、すべてのdCS製品と同様、英国ケンプリッジシャイアーで、経験農富で真摯な技術者よって手作業で組み立てられています。

出来上がったマスタークロックは一台一台、出荷前に徹底した性能テストと厳しい検査を受けており、最高レペルの性能と信頼性を保証しています。


