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
このマークは、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。
このマークは、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。
このマークは、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.

注意事項を必ずお読みください。

2.
3.

注意事項を必ずお守りください。
すべての警告に従ってください。

4.
5.

すべての注意事項に従ってください。
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. 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。
14. 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、正常に動作しないとき等、故障
の際は、修理が必要となります。
15. 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、風通しの艮い場所でこ利用
ください。
16. 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。
このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地してご使用
ください。

inMusic Japan 株式会社

カスタマーサポート部

東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階
[ Web ] ranecommercial.jp
[ サポート ] ranecommercial.jp/support/
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ユーザーガイド
はじめに
同梱物
・

AM2 本体

・

電源ケーブル

・

ユーザーガイド/保証書

サポート
本製品（マニュアル、技術仕様、システム要件、互換性情報な
ど）および製品の登録に関する最新情報については、
ranecommercial.jp をご覧ください。
製品の追加サポートについては、
ranecommercial.jp/support/をご覧ください。

セットアップ
クイックスタート
このクイックスタートは、これから AM2 オートミキサーをセットアップするための解説書です。本機は、オーディ
オを素早く処理するための製品です。
標準の XLR マイクケーブルを使用してマイク入力にマイクを接続します。コンデンサーマイクを使用する場合には、
Mic +48V にスイッチを合わせる必要があります。ダイナミックマイクの場合は、中間位置の Mic +0V を使用してく
ださい。ワイヤレスレシーバ出力を接続するときは、ワイヤレスマイクの位置に合わせてください。
メインアウト XLR をアンプまたはパワードスピーカーに接続し、スイッチをラインに合わせます。メイン出力がマ
イク入力を供給する場合は、Mic 位置に合わせます。

まず、灰色の出力レベルノブを反時計方向に回して完全に下げます。マイクごとに、適切な距離から、マイクで非
常に大きな音で話し、最も大きなスピーチを行っても、赤いオーバーロード（OL）インジケーターがほとんど点滅
しないように、対応する黒の入力レベル・コントロールを調整します。入力ゲインが設定されると、AM2 はマイク
ミックスを自動的にコントロールしてフィードバックを回避します。（これらのコントロールを行う必要はありま
せん）
アンプ／スピーカーをオンにして、音量を約半分の位置まで回します。その後、さらに実用に適した音量になるま
で、出力レベルノブを上方向に回します。
システムがフィードバック（キーンという酷い音）を起こす場合、スピーカーからの音をマイクが拾っていること
を意味します。最初に、マイクの位置をスピーカーから遠くに移動してみてください。そして、マイクとスピーカ
ーを互いに離してください。次に、アンプまたはスピーカーのゲインを下げてみます。それでもフィードバックが
減少しない場合は、黒いマイク入力ノブを調整するのではなく、出力レベルを下げてください。
カスケード入力をカスケード出力に接続することで、最大 8 台の AM2 をデイジーチェーン接続できます。各 AM2
のメイン出力は、マイク入力とすべてのアップストリーム入力のゲインを共有したオートミックスを提供します。
これは、すべてのマイク入力のミックスが、デイジーチェーンの最後の AM2 のメイン出力にあることを意味します。
各 AM2 の出力レベルコントロールは、それぞれの XLR 出力の音量を常に調整しますが、最後の出力レベルは RAD
Port を含むすべてのマイク入力に影響を与えます。

AM2 が Rane Mongoose または HAL に接続されている場合、カスケード内の最後の AM2 には、Mongoose または
HAL のリアパネルの Remote Audio Device ポートの 1 つにシールド付き CAT 5e ケーブル（またはそれ以上）で接
続された RAD Port が必要です。一部のシステムでは、RAD Port ケーブルを接続するための RADX ウォールプレー
トが用意されています。
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接続
スピーカーによって耳を負傷しないように、最後に AC 電源コードを接続します。
マイク入力（マイク入力）

8 基のマイクジャックは、バランス XLR 入力です。アンバランスのマイクや配線も使用することができますが、低
品質で、ハムとノイズを引き起こす可能性が高くなります。シールド付きの 2 芯ツイストペア仕様の標準マイクケ
ーブルが最適です。Rane 製品では AES が推奨する、ピン 2 が+（ホット）、ピン 3 が-（コールド）、ピン 1 がシ
ールドとする仕様に準拠しています。お使いのマイクが（2 芯のみの）アンバランスの場合、適切なケーブルを使用
するために Rane ウェブサイトの“Sound System Interconnection RaneNote”を参照してください。または、最善
の方法として、バランス方式のマイクをご使用ください。
ファンタム電源が必要なコンデンサーマイクの場合、スイッチを Mic +48V の位置に合わせます。ダイナミックマイ
クを使用している場合は、センターの Mic +0V の位置に合わせます。ワイヤレスマイクレシーバーを使用する場合
は、ワイヤレスマイクの位置に合わせてください。
メインアウト（メイン出力）

メイン出力はモノラルバランス XLR 端子です。メイン出力 XLR をマイクケーブルでアンプまたはパワードラウドス
ピーカーに接続し、隣接するスイッチでメインアウトライン位置に合わせます。メイン出力をマイクスネークまた
はマイク入力に接続する場合は、スイッチを Mic の位置に合わせます。
USB Data ポート
ファームウェアの更新については、Rane のウェブサイトを確認してください。アップデートがある場合は、弊社ウ
ェブサイトの指示に従ってください。
Mongoose Tracker または Halogen ソフトウェアで AM2 を使用する場合、AM2 のファームウェアは AM2 の RAD ポ
ートを介して常に最新の状態に保たれます。
RAD Port（RAD ポート）
オーディオシステムが RAD ポートから出力される Rane のデジタルオーディオ転送技術を使用して AM2 のメイン
出力オーディオミックスを配信する場合は、シールド付きイーサネットパッチケーブルを RAD ポートに接続します。
この接続のもう一方の端にある Rane HAL または Mongoose が AM2 の RAD ポートを認識すると、オーディオの接
続が達成され、4 つの隣接する RAD ポート・ステータスインジケーターがすべて点灯します。
カスケード入力/Out Ports（カスケード・イン／アウト・ポート）

シールド付きイーサネットパッチケーブルをカスケード入力ポートから別の AM2 のカスケード出力ポートに接続す
ると、AM2 のミックスに多くのマイクを追加します。2 台のデバイスがお互いを認識すると、4 つのカスケード入力
ステータスインジケーターがすべて点灯します。最高 7 台の Rane AM2 オートミキサーを接続し、合計 64 のゲイン
共有マイクを接続できます。この際、確実にカスケード出力をカスケード入力に接続してください。さもなければ、
接続は確立されません。
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接続例
HAL マルチプロセッサー

AM1 オートミキサー

AM2 オートミキサー

AM1 オートミキサー

同梱物に記載されていない項目は別売です。

特徴
フロントパネル

1.

マイク入力レベルコントロール: マイク入力ゲインを調整します。緑の信号インジケーターは音声の存在を示
しています。オーバーロード（OL）インジケータは、過剰な信号レベルを警告します。

2.

メイン出力レベルコントロール：XLR 出力と RAD ポート出力のミックスレベルを調整します。AM1 または
AM2 カスケード入力ポートに接続すると、AM2 出力レベルは XLR 出力にのみ影響します。

3.

カスケード入力、 カスケード出力 および RAD ステータスインジケーター: AM2 が AM1 または他の AM2 に接
続されている場合、4 つのインジケーターがすべて点灯することで、適切なケーブル接続およびデバイス設定
が行われたことを確認できます。これらのいずれかが消灯または点滅している場合は、設定または配線エラー
が起こっていることを示しています。詳細については、オペレーションのセクションを参照してください。

4.

Locate インジケーター: Rane の Mongoose Tracker または Halogen ソフトウェアを使用している場合、シス
テムインストーラーが特定の AM2 オートミキサーを識別するのに役立ちます。

5.

Power インジケーター: 点灯している場合、本機に十分な電力が供給されていることを示しています。
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リアパネル

1.

AC インレット(AC IN): AM2 に通電するための電力を受信します。このリストでは最初に解説していますが、
接続の順序としては最後に行うのが最善と言えるでしょう。

2.

ステータスインジケーター: AM2 の動作状態を表示します。

•

Fault インジケーター: 障害が発生したときに点灯します。

•

Locate インジケーター: Mongoose Tracker または Halogen ソフトウェアからトグルすると点滅します。Rane
Mongoose または HAL System で複数の AM2 デバイスを使用する場合、これは特定の AM2 を識別します。

•

USB インジケーター: Windows または Apple のオペレーティングシステムが AM2 のファームウェアアップデ
ートを認識すると点灯します。

•

電源インジケーター: AC 電源 IEC 入力から適切な電力が供給されたときに点灯します。

3.

USB データ端子: AM2 ファームウェアのアップデートを、必要になった際に行います。ファームウェアのアッ
プデートは、RANE のウェブサイトで確認できます。

4.

カスケード入力ポート: 別売の Rane AM2 オートミキサーを最大 7 台使用して、AM2 の 8 基のマイク入力に最
大 56 個のマイクを追加することができます。AM2 のカスケード出力からシールド付きイーサネット CAT 5e
ケーブル（またはそれ以上）を使用して接続を行います。詳細は接続セクションを参照してください。

5.

カスケード出力 / RAD Port: カスケード出力ポートは、ゲイン共有マイクのためのユニットを組み合わせると
き、AM1 または別の AM2 のカスケード入力に接続します。RAD ポートは、Rane Mongoose または HAL の
Remote Audio Device ポートに接続して、AM2 のシングルチャンネル、メインミックスを Rane HAL マルチプ
ロセッサまたは Rane Mongoose に転送します。

6.

マイク/ライン出力スイッチ: メイン XLR 出力をマイクレベルに変更して、出力ミックスをマイク入力デバイス
に供給します。またはラインレベルの入力デバイスに転送するためのラインレベルを供給します。

7.

メイン出力 XLR 端子: カスケードポートを使用して接続されている場合、この AM2 からのすべてのマイクの
メインミックスと、前に接続されている別の AM2 からのすべてのマイクのミックスが含まれます。フロント
パネルの出力レベルコントロールは、この端子から出力されるレベルを調整します。

8.

3 ポジション・マイク・スイッチ: コンデンサー、ダイナミック、ワイヤレスマイクの適切なゲインを設定し、
コンデンサーマイク用のファンタム電源を選択します。各スイッチはリアパネルのグループで示されているよ
うに、1 つのスイッチで 2 系統の端子のマイク入力を設定します。

•

Mic +48V: コンデンサーマイク向きのファンタム電源マイク用

•

Mic +0V: ダイナミックマイク用

•

ワイヤレスマイク: ワイヤレスマイクレシーバ出力用

9.

マイク入力 1–8: ダイナミックマイクまたはコンデンサーマイク、またはワイヤレスマイク受信機の出力を受
け入れます。これらの入力は音声用に最適化されており、80Hz の固定ローカットと 7kHz のハイカットフィル
ターを備えています。いずれのフィルターも、2 次バターワースフィルターです。
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オペレーション
マイク入力
リアパネルの 3 ポジションスイッチは、コンデンサーマイク、ダイナミックマイク、ワイヤレスマイク、コンデン
サーマイク用のファンタム電源の適切なゲインを設定します。マイク入力は、ゲイン共有アルゴリズムを使用して
自動的にミックスされます。黒いノブを使用して入力を設定し、クリッピングが（ほぼ）起こらないようにします。
入力を既に設定していて、誰かが予想以上に大きな声で、またはマイクに近づいて話し始める場合は、少しボリュ
ームを下げます。
緑色のシグナルインジケーターは、比較的低めのレベル設定で、小さめの声で話しても簡単に点灯します。オーバ
ーロード・インジケーターは、最も大きな話し手が現れた場合にのみ時折点灯します。
これらのマイク入力とその基礎となるゲイン共有オートミックスアルゴリズムは、音声信号用に設計され最適化さ
れているため、楽器や CD/DVD プレーヤーなどのスピーチではないオーディオ信号用にこれらの入力を使用しない
でください。

メイン出力
AM2 のメイン出力は、マイク入力とすべてのアップストリーム入力のゲイン共有オートミックスを提供します。灰
色の 出力レベル コントロールノブは、常にメイン出力のレベルを調整します。複数の AM2 を（ カスケード入力 /
Out ポートを使用して）一緒にデイジーチェーン接続している場合、システム内のすべてのマイクの自動ミックス
は、最後の AM2 のデイジーチェーンのメイン出力にあります。

カスケード入力ポート
カスケード入力を使用すると、AM2 の 8 基のマイク入力のゲイン共有マイクミックス・アルゴリズムに、より多く
のマイクを追加することができます。別の AM2 のカスケード出力ポートから給電された、シールド付きイーサネッ
トパッチケーブルが次の AM2 のカスケード入力ポートに接続されると、カスケード接続されたすべての AM2 マイ
クが自動的にチェーン内の最後の AM2 の自動マイクミックスに追加されます。 （米国特許出願中）
カスケードオーディオは、24 ビット、48 kHz 固定小数点で処理されます。
4 つのカスケード・ステータスインジケーターがすべて点灯すると、ケーブルが正しく配線されていることを意味し
ます。いずれかのステータスインジケーターが点滅している場合は、ケーブルが正しく配線されていないか、損傷
している可能性があります。この場合、おそらくイーサネットクロスケーブルが誤って接続されているか、ケーブ
ルの組み立てにエラーがあります。
最良の EMI 性能を得るには、シールド付きのツイストペアを使用することをお奨めします。
カスケード入力ステータスインジケーターは以下のように定義されています。

•

Audio TX LED: AM2 のオーディオが AM2 との間で正常に送受信されると点灯します。点灯しない場合は、ケ
ーブルを確認してください。

•

Audio RX LED: 接続された AM2 がオーディオを正常に送信したときに点灯し、ケーブルのツイストが正しい
ことを証明します。

•

Comm LED: AM2 のカスケード出力が他の AM2 と適切に通信しているときに緑色に点灯し、ケーブルの通信
用のツイストペアが良好であることを証明します。このインジケーターがオフの場合、ケーブルをチェックし
てみてください。

•

Power LED: AM2 の電源がオンのときは常に点灯します。AM2 に電源が供給されていて、これが点灯しない
場合は、接続されているケーブルの電源ツイストペアに問題がないことを確認してください。
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カスケード出力 / Rad ポート
このポートは、Rane AM1 または AM2（別売）のカスケード入力ポートに接続するとカスケード出力ポートとして
機能します。別のオートミキサーのカスケード入力ポートに AM2 のカスケード出力ポートを接続して、マイク入力
とすべてのアップストリーム入力をダウンストリームミキサーの自動ゲイン共有ミックスに追加します。カスケー
ド接続すると、カスケード出力ポートの信号はグレーの出力レベルコントロールの影響を受けません。
Rane Mongoose または HAL（別売）に接続すると、このポートは RAD Port として機能します。RAD ポートには、
HAL マルチプロセッサーまたは Mongoose（CobraNet™）へのオーディオ配信を可能にする Rane 固有のデジタルオ
ーディオ転送プロトコルが含まれています。RAD ポートから出力されるオーディオはメインミックスを含み、灰色
の出力レベルコントロールで減衰されます。
RAD ポートのオーディオは 24 ビット、48kHz 固定小数点で処理されます。
RAD ポート・ステータスインジケーターは、以下のように定義されています。
•

Audio TX LED: Mongoose、HAL または AM2 でオーディオを受信すると、緑色に点灯します。このインジケ
ーターが消灯している場合、ケーブルが不良であるか、デバイス間に通信エラーがあります（下記の Comm
LED を参照）。

•

Audio RX LED: RAD ポートが Mongoose、HAL またはカスケード接続された AM2 からの音声を正常に受信す
ると、緑色に点灯します。このインジケーターが消灯している場合は、ケーブルが不良であるか、ケーブルの
他端のデバイスに電源が供給されていないか、接続されていない可能性があります。

•

Comm LED: Mongoose、HAL またはカスケード接続された AM1 または AM2 間の通信が確立すると、緑色に
点灯します。何らかの理由で RAD ポートが他のデバイスと通信できない場合、このインジケーターは消灯し
ます。これは、ケーブルの障害が原因と考えられます。

•

Power LED: Mongoose、HAL またはカスケード接続されたデバイスから 24V の電力を RAD ポートが受信す
ると、緑色に点灯します。これはまた、ケーブル内の電力用ツイストペアが正しく配線され、クリンプされて
いることを示しています。電源 LED が消灯し、ケーブルのもう一方の端が受電装置に接続されている場合、
ケーブルに問題があります。
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付録
技術仕様
XLR 入力

モノ、バランス型、Mic/Line 選択可能

ファンタム電源

+48V per IEC 60268-15、マイクモードで選択可能

最大入力

-18 dBV / -6 dBV / +12 dBV（ダイナミック／コンデンサー／ワイヤレス）

入力インピーダンス

2.01k、1%

入力ゲインレンジ

-80 ～ +34 dB / -80 ～ +26 dB (マイク／ワイヤレス)

周波数レスポンス

80 Hz ～ 7 kHz、+0/-3 dB、-20 dBFS、 拡張ボーカルレンジ

メイン出力

モノラル、 バランス方式、 XLR

最大出力

-20 / +20 (マイク／ライン)、 10 kΩ ロード

出力インピーダンス

51 / 300 Ω、 1%

出力ゲインレンジ

-80 ～ 0 dB

周波数レスポンス

80 Hz ～ 7 kHz、 +0/-3 dB、 -20 dBFS

ダイナミックレンジ

101 dB re +20 dBu、20 kHz BW、A-weighted、0 dB ゲイン、10 kΩ ロード

THD+N

< 0.02%、100 Hz ～ 7 kHz、A-weighted、+4 dBu、0 dB ゲイン、10 kΩ ロード

LED メーター

モノラル、ピーク検出

信号

-50 dBFS、緑色 LED、ピーク読み取り

オーバーロード

-0.5 dBFS、赤色 LED、ピーク読み取り

RAD / カスケード入力/Out

8P8C (RJ-45) 端子

サンプリング周波数および
ビットレート

48 kHz @ 24 ビット

本体

全スチール構造

ユニバーサルライン電圧

100～240 VAC、 50/60 Hz、 13 W

サイズ
重量

1U 1.75”（高さ） x 19”（幅） x 8.5”（奥行） (4.4 cm x 48.3 cm x 21.6 cm)
5 lb. 4 oz. (2.4 kg)

注: 0 dBu = 0.775 Vrms
仕様は予告なしに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。
CobraNet は Cirrus Logic Inc.の商標です。
iPod は、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
Windows は、米国 Microsoft Corporation 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。
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Manual Version 1.0
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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場合、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。
UGRANEAM2010

