AD22S

ユーザーガイド

安全にお使いいただくために
この取扱説明書で使用している危険防止のマークあ
操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。
ご利用出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。あ
1.
2.

注意事項を必ずお読みください。
注意事項を必ずお守りください。

3.
4.

すべての警告に従ってください。
すべての注意事項に従ってください。

5.

水の近くで使用しなしでください。

6.

お手入れの際は、乾いた布を使用してださい。液体洗剤は、フロントバネルのコントロール装置を損なった
り、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しなしでください。

7.
8.

取扱説明書に従って設置してください。
暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。

9.

電源プラクは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2 つのブレー
ドのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口
の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。

10.

電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、
本装置の出力部分に注意してください。

11.

付属品は、メー力ーが指定しているものを使用してください。

12.

音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの
接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。

13.
14.

雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したと
き、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動

15.

作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺楓器とは最低 15 センチ離し、風通しの艮い場所

16.

でこ利用ください。
本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピー力̶で長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れが
あります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にこ相談ください)。

17.

水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本
装置の上に置かないでください。

18.

警告：火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないでください。
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ユーザーガイド
イントロダクション
Rane AD22Sは、スピーカーアレイの同期化と精密なオーディオ-ビデオのアライメントを含む、複数の用途で
使用できるように設計された2バランス入力、2出力のオーディオディレイユニットです。2つの異なるモードを備
えたAD22Sは、1Uのラックユニット内で専用デバイスの機能を提供します。2.00 ～ 999.99 msの範囲でこのユ
ニットは、時間、距離、またはフレームの単位で表示されるディレイを提供します。専用のビデオモードを使用
してスタンダードNTSC、またはPAL/SECAMのすべてのフレームレートで0.5秒単位でほぼ1秒間のオーディオ
ディレイを提供します。
AD22Sは、2つの独立したチャンネルとして、またはリンクしたステレオペアとしても使用可能です。フロントパ
ネルのコントロールを使用して各チャンネルの設定を2つの不揮発性メモリーに保存し、いつでも素早くリコー
ルすることができます。各チャンネルのバイパスリレーは、デバイスの電源が切れると自動的に接続されます。
設定は常にワーキングメモリーに保存され、電源投入時に復元されます。リアのターミナルは、標準的なスイ
ッチを接続してリモートで設定を呼び出すことができます。
AD22SのバランスXLR入出力は、24ビット処理と最小0.01 msまでのディレイ精度を備えたRaneスタンダードの
オーディオクオリティを提供します。最大入力レベル24 dBuまでのユニティゲインを提供できるため、標準のハ
イインピーダンス・デバイス、まやは600 Ω機器を混在させた環境で使用することが可能です。フロントパネル
のLEDは信号の存在を示し、信号が最大レベルに近づいたときに警告を示します。

同梱物
・

AD22S 本体

・

電源ケーブル

・

ユーザーガイド/保証書(本書)

サポート
本製品（マニュアル、技術仕様、最小動作要件、互換性情報など）、及び製品の登録に関する最新情報につ
いては、ranecommercial.jp を参照してください。
その他の製品サポートについては、ranecommercial.jp/support/をご覧ください。

クイックスタート
フロントパネルコントロール
最初に決定するのは、使用するアライメントモードです。AD22Sを使用してビデオとオーディオを同期させる場合は、ビデオモ
ードを選択します。それ以外の場合は、ディスタンスアライメントを選択してください。ユニットの左側にあるディスタンスとビデ
オボタンは2つのモードを切り替えます。ディスプレイセッティングとディレイ値は、チャンネルボタンを使用してチャンネル1、ま
たはチャンネル2を切り替えたり、カーソルボタンを使用して変更したい値を選択することができます。コアース、またはファイン
ボタンは、選択している値を増減させる場合に使用します。
ディスタンスアライメント
AD22Sの主な用途の1つは、2つの異なる距離（ディスタンス）で別々のソースからのオーディオ信号を同期させることです。例
えば舞台のスピーカーアレイからの音とまったく同じタイミングで少し離れた位置にあるスピーカーのスタックから音楽を聴き
たいとします。必要なディレイ量は、ステージと次のスピーカーの場所で音が出るまでにかかる時間の誤差です。ディスタンス
モードではフィート、メートル、またはミリ秒で表示することができます。
ビデオアライメント
AD22Sは、特にビデオ処理が通常、最終出力に顕著な影響を与える可能性のある信号に数位ミリ秒を追加する必要のあるラ
イブ環境でオーディオとビデオ・フィードの同期にも優れています。この使用方法で使いやすいようにディレイの値をフレーム
単位で直接表示可能です。NTSCとPAL/SECAMのすべての一般的なフレームレートがサポートされています。オーディオスト
リームは、0.5フレームの精度で遅延させ、ビデオストリームと完全に一致させます。
セッティングディレイ
カーソル◄ と ►ボタンを使用してユニットの種類を選択し、コアース、またはファインボタンを押してオープションを繰り返します。
ディスタンスモードでは、フィート、メートル、ミリ秒のいずれかを選択可能です。ビデオモードでは、フレーム、ミリ秒単位でディ
レイを表示します。合計しているソースの距離がわかっている場合はｍ単位をフィート、またはメートルの設定します。周囲の
気温も音の速さに影響します。温度を設定するには、カーソルボタンを使用して°C、または °Fのいずれかを選択し、スピー
カーがある位置のおおよその温度の値に設定します。
注： 距離から単位を変更しても出力するディレイに変割りはありません。例えば、チャンネル1の設定をメートルで表示してい
る場合、メートルからミリ秒に変更すると同じディレイ量が維持されますが、表示は距離ではなくミリ秒単位の表示に変わりま
す。
リンキングチャンネル
リンクボタンは、すべての設定の変更を両方のチャンネルに適用できるようコントロールをリンクします。 チャンネルを同じ設
定にする必要はありません。リンクされている間は、値を増減させると、両方のチャンネルのディレイが同時に変更されます。
チャンネルをステレオペアとして扱うには、まず両方のチャンネルのディレイ値を同じ設定にしてからリンクボタンを押してくだ
さい。
メモリーファンクション
各チャンネルには、AとB、2種類のメモリーバンクがあります。ディスプレイ右側のにある*マークは、現在の設定が保存されて
いるもの一致していないことを示します。ストアを押して現在の設定を選択したメモリーにコピーし、*マークをクリアしてくださ
い。ストアを押す前にカーソルがメモリーバンクフィールド上にある必要があります。保存した設定を有効にするには、リコール
ボタンを押して、アクティブディレイを表示されているメモリーロケーションに保存されている値に変更します。チャンネルがリン
クされている場合、両方がリコールされます。

特長
フロントパネル

1.

アライメントモード・ボタン： ディスタンスモードではフィート、メートル、またはミリ秒単位で入力します。フレーム、または、
ミリ秒単位で調整するには、ビデオモードにしてください。

2.

チャンネルボタン： カーソルの位置をチャンネル間で切り替える場合に押してください。チャンネルがリンクされている場
合、このボタンは無効になります。

3.

リンクボタン： チャンネルをまとめるためにリンクすると、両方のチャンネルに同時に影響を与えます。チャンネルをステ
レオペアとして使用するには、リンクボタンを押す前に各チャンネルの設定は同じであることを確認してください。リンク
ボタンをもう一度押すとリンクを解除することができます。

4.

カーソルボタン： ◄、または ►カーソルを押して変更する値を選択してください。

5.

コアース＆ファイン・コントロール： これらのボタンは、設定やディレイ値を変更するために使用します。コアースを増減さ
せると、1ミリ秒/フィート/メートル、または1.0フレームでディレイを調整します。ファインを増減させると、0.1ミリ秒/フィー
ト/メートル、または0.5フレーム増減することができます。

6.

LCDディスプレイ： 各チャンネルの現在の値を表示します。カーソルボタンを使用してフィールドを選択し、コアース/ファ
イン・コントロールを使用して調整することができます。

7.

ストアボタン： 選択したチャンネルの現在のメモリーにディレイ設定を保存します。ディスプレイの右側にアスタリスク（*）
が 表示されている場合、現在の値はメモリーの値と異なります。

8.

リコールボタン： 保存されているディレイ設定をアクティブなチャンネルに呼び出します。チャンネルがリンクされている
場合、両方がリコールされます。

9.

バイパスボタン： 各チャンネルのリレーを切り替えます。LEDが点灯していると、バイパスが有効になります。バイパス
LEDがオフの場合、チャンネルは有効です。

10.

シグナル / オーバーロードLED： SIG LEDは、信号入力がある場合に点灯します。OL LEDは、入力信号が最大レベル
に近く、クリップする可能性がある場合は赤く点灯します。

リアパネル

1.
2.
3.
4.
5.
6.

チャンネル入力： バランスXLR入力端子、最大レベル24 dBu
チャンネル出力： バランスXLR出力、600 Ω min.負荷
リモートリコール・ターミナル： 外部スイッチを接続し、メモリー設定をリモートでリコール、バイパスを切り替えます。
フロントパネルコントロールロック： 有線の外部スイッチは、誤った変更を防ぐためにフロントパネルのコントロールを無
効にします。
USBファームウェアアップデート： このUSB端子を使用して、ファームウェアアップデートを行います。このポートは、他の
機能を提供することはできないので、通常の使用時には接続しないでください。
電源： 付属の電源ケーブルを接続してください。

ディスプレイパネル
ディスタンスモード：

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

カーソル
アクティブチャンネル
チャンネル#
ディレイセッティング
単位（Feet、Meters、ms）
温度
温度の単位
メモリーバンク
メモリーインジケーター - * は、保存された値と異なる場合に表示されます。

ビデオモード：

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

カーソル
アクティブチャンネル
チャンネル #
値
単位（Frames、ms）
フレームレート
単位（フレーム/秒）
メモリーバンク
メモリーインジケーター - * は、保存された値と異なる場合に表示されます。

オペレーション
初期設定
AD22Sは、接続されている間は常にオンになっています。バイパスモードでは入力は出力に直接ルーティングされます。これ
により、ディレイをオンにする前に信号が存在することを容易に設定して検証をすることができます。黄色のバイパスインジケ
ーターは、バイパスがアクティブであることを示します。
アライメントモード
2種類の操作モードがあります。ビデオを扱っていて、フレーム数でディレイを設定したい場合は、ビデオモードを押して調整し
ます、それ以外の場合は、ディスタンスモードを押して、距離によって調整を行います。どちらのモードも距離やビデオ機能に
加えてシンプルなミリ秒単位での設定も可能です。
ディレイのセッティング
‘>’によって編集を行うためのチャンネルが選択されていることを示します。リンクがアクティブな場合、両方のチャンネルに表
示されます。ディレイの設定は、表示される単位をフィート、またはメートルに変更し、周囲の温度を°C、または °Fのいずれ
かで選択することによって距離に関連して表示させることも可能です。AD22Sは空気圧と温度の関係を計算し正確な音速の
ディレイ設定を行います。
ディスタンスモード： カーソルボタンを使用して、表示する単位の種類を強調表示させ、ミリ秒、フィート、メートルを選択します。
温度設定を行うには、ユニットタイプを選択し、°C、または°Fを設定し、温度を選択して設定します。

AD22Sは、オーディオを放送中のビデオと同期（アライン）させる問題に対して有効なソリューションです。ビデオストリームの
処理に伴うレイテンシーのためにタイミングオフセットは数フレーム分の差が生まれ、顕著な同期問題につながります。ビデオ
モード時は、現在のフォーマットとフレームレートに対して計算された正確なフレーム数でディタイタイムを表示します。作業状
況や環境に合わせてもっとも一般的なフレームレートを選択可能です。オーディオの同期に必要なフレーム数を調整すると、
AD22Sは正確に一致させるために必要なディレイを計算します。
ビデオモード： 表示設定として、フレーム、またはミリ秒のいずれかを選択してください。フレームの場合、ディレイ値は、1秒当
たりのフレーム数に基づき、ディスプレイには“fps”と表示されます。これを最初に設定し、ビデオのフレームレート一致してい
ることを確認してください。
リンクチャンネル： チャンネルがリンクされていると、変更した内容が一度に両方のチャンネルに適用されます。これにより、デ
ィレイ値が同じになることを強制するものではありません。
例： パフォーマーから異なる距離にある2つのスピーカーアレイの場合、2つのチャンネルをリンクすると両方のスピーカーの
温度設定を同時に変更可能です。ステレオ操作では、各チャンネルを同じ値に設定してからリンクを押してください。
ディレイの記憶
ディスプレイに“*”が表示されている場合、現在の設定が表示されているメモリーバンクと異なることを意味します。カーソルを
メモリーフィールドに移動させ、コアース/ファインを押して“Mem A”、または“Mem B”を切り替えます。ストアを押して現在の
値をこの場所に保存します（*は表示されなくなります）。チャンネルがリンクされている場合、両方のチャンネルが保存されま
す。
注： ストアするには、カーソルをメモリーバンク・フィールドに置く必要があります。これは、保存された設定を誤って上書きしな
いようにするためです。
ディレイ設定値をリコール(呼び出す)する
リコールを押すと、表示されているメモリーから選択したチャンネルのアクティブな設定に呼び出されます。リンクがアクティブ
な場合、両方のチャンネルがリコールされます。現在の設定に上書きします。

リモートリコール
ユニットの背面にあるリモートリコール端子は、機能的には、リコールボタンと同じです。リコール端子とGND端子の間にスイッ
チを接続し、スイッチを閉じるとメモリーBを呼び出し、開くとメモリーAを呼び出します。

場合によっては、保存された設定をリコールするか、AD22S以外の場所からチャンネルバイパスを有効にする必要があります。
部屋に仕切りの壁はありますか？壁を移動するときに2つの部屋の設定の間で自動的に切り替えるためのスイッチを設置す
ることができます。屋外のスピーカーアレイのディレイは温度によって変化しますか？ 1つの温度に設定されているメモリーか
ら天気が温暖になった場合、保存されているもう1つに変更するためにスイッチをワイヤリングしてください。これらは、他の場
所に設置された標準スイッチに接続可能なリモートリコール接続をデバイスのリアパネルに備えています。
ファームウェアアップデート
ファームウェアアップデートが利用可能になると、それはRaneのウェブサイト（rane.com）に掲載されます。USBポートは、ファイ
ル転送を行うためにPCとの接続を提供します。アップデートするには、以下の手順を行ってください。：

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ユニットの電源が入っていることを確認してください。
USBケーブルをAD22SのUSBポートとコンピューターのUSBポートに接続してください。
AD22Sは、1つのファイル（例“AD22S_XX.BIN”のような名称）を含む外部ドライブとして表示されます。
このファイルを削除します。
注： このファイルを削除すると、フォルダが消え、数秒後に再び開くことがあります。
新しいファームウェアファイルをAD22Sにコピー、またはドラッグしてください。
その後、AD22Sは自動的に再起動し、新しいリビジョン情報を表示します。
USBケーブルを取り外し、通常の操作を再開してください。
注： 表示されたリビジョン番号が新しいファームウェアと一致しない場合、最新のファイルであることを確認してもう一度
操作を行ってください。

ヒント： 両方のカーソルボタンを同時に1秒間押し続けると、現在使用しているファームウェアのバージョンを表示します。転送
中にエラーが起きた場合、またはファイルが破損した場合、AD22Sは、最後に使用したバージョンに戻ります。

付録
ブロックダイアグラム

（両チャンネルとも同一）

技術仕様
ディレイレンジ

2.00 ～ 999.99 ms

ディスタンスインクリメント

0.01 ms ＆ 1.00 ms （各チャンネル独立）

ビデオインクリメント

0.5 フレーム（各チャンネル独立）

NTSC （北米、フィリピン、日本）
PAL / SECAM （ヨーロッパ、オーストラリ
ア、中国、ブラジル）

23.976、24、29.97、59.94、60 fps
25, 50 fps

サンプリング周波数

50,000 Hz

データ変換

24 ビット

オーディオ端子

XLR、ピン 2 (+) x 2

入力： タイプ
インピーダンス
最大レベル

アクティブバランス
20 k Ω、バランス、ライン ― ライン
24 dBu (±0.5 dBu)

出力：タイプ
インピーダンス
最大レベル

アクティブバランス
50 Ω、±10 Ω（バランス、ライン ― ライン）
24 dBu （+0/-0.6 dBu）

出力リレー

Yes （電源損失時、オートバイパス）

LED スレッショルド：クリップ
信号検出

3 dB コンバーターオーバーロードの前、+22 dBu @ 1 kHz
クリップ LED より-47 以下、 -25 dBu @ 1 kHz

周波数特性

20 Hz - 22 kHz (+0/-3 dB)、+4 dBu, 20 Hz ～ 20 kHz

システムゲイン：ハイインピーダンス負荷
600 Ω 負荷

0 dB (±0.5 dB) 負荷 = 10 kΩ バランス、+4 dBu、20 Hz ～ 22 kHz
0 dB (+0/-1 dB) 負荷 = 600 Ω バランス、+4 dBu、20 Hz ～ 22 kHz

THD + N

0.006% (±0.002%) +4 dBu、20 Hz ～ 20 kHz、30 kHz BW

S/ N

86 dB (±2 dB) +4 dBu、20 Hz ～ 20 kHz

ダイナミックレンジ

108 dB (±1 dB) +24 dBu、20 Hz ～ 20 kHz、A 特性

クロストーク

-90 dB、+4 dBu、20 Hz ～ 20 kHz

伝播遅延

2 ms（バイパスオフ）

電源

100-240 VAC, 50/60 Hz, 7W

適合性

CE、FCC、cULus

筐体

スチール製

寸法（幅 x 奥行 x 高さ）
重量
注： 0 dBu = 0.775 Vrms

483 x 133 x 44mm
1.8 kg
※仕様は予告なく変更されることがあります。

商標とライセンス
Rane は、InMusic Brands、Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
他のすべての製品名、会社名、商標、または商号は、それぞれの所有者のものです。

Manual Version 1.0

無料修理規定
1.
2.
3.

4.

保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には弊社カスタマーサポート
部へご相談ください。
保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）
ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。
（ロ） お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（ハ） 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
（ニ） 消耗部品を取替える場合。
（ホ） 本書のご提示がない場合。
（ヘ） 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない、あるいは字句を書き換えられた場合。
inMusic Japan は、製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での人身傷害を含
める、いかなる二次的、及び間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保証に基づき inMusic
Japan が負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は、inMusic Japan でのみ行わ
れるものとします。

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証
書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後についてご不明の場合は、
お買上げ の販売店または弊社カスタマーサポート へご相談ください。
保証書
製品名：

製品番号：

ご購入日：

保証期間：

ご購入日から一年間
お客様

販売店

お名前：

販売店名：

ご住所：

ご住所：

お電話：

お電話：

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート
〒106-0047 東京都港区南麻布３１９２３ オーク南麻布ビルディング６F
お問い合わせ： ranecommercial.jp/support/
・
・
・

本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
本書は日本国内においてのみ有効です。
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