
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 注意事項を必ずお守りください。 
3. すべての警告に従ってください。 
4. 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. 取扱説明書に従って設置してください。 
8. 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/ 

 
 



 

 

 
はじめに 
 

この度は、Zonetech をお買い上げいただきありがとうございます。Rane は、製品のパフォーマンスと信頼性を 重要項目と

考えており、ユーザーが 高のパフォーマンスを提供できることのみを念頭に置いて設計しています。 

 
 
同梱物 
 

Zonetech 本体 

6 ピン 3.8 mm ユーロブロック入力（緑色、オーディオ入力用）x1 

6 ピン 3.8mm ユーロブロック出力（オレンジ、ゾーン出力用）x3 

3 ピン 3.8mm ユーロブロック出力（オレンジ、ゾーン出力用）x1 

3 ピン 3.8mm ユーロブロック入力（黒、ロジック入力用）x1 

Bluetooth®アンテナ 

電源ケーブル 

クイックスタートガイド/保証書 

 
サポート 
 

本製品（ドキュメント、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 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 
 
はじめに > ボックスの内容 に記載されていない項目は別売となります。 

 
1. 付属のユーロブロックコネクターまたはステレオ RCA ケーブルを使用して、リアパネルの入力をオーディオソースに

接続します。 

2. 付属のユーロブロックコネクターを使用して、リアパネルの出力をゾーンアンプまたはパワードスピーカーに接続しま

す。 

3. シールド付き Cat5e または Cat6 RJ45 ケーブルを使用して、オプションのリモートまたはページングデバイス（Rane 
DR6、Rane DRZH、Rane RAD デバイスなど）をリアパネルの Master Remote Port、Zone Remotes Ports、および

Pager Port に接続します 

4. Bluetooth アンテナ（付属）をリアパネルの Bluetooth アンテナコネクターに接続します。 良の結果を得るには、

Zonetech と Bluetooth アンテナを壁や家具などの障害物がない場所に設置してください。 

5. イーサネットケーブルを使用して、リアパネルのコンピューターイーサネットポートを DHCP 対応ルーターまたは同様

のアクセスポイントに接続し、コンピューターを同じルーターまたはアクセスポイント上の別のポートに接続します。 

6. オーディオソース（メディアプレーヤー、ステレオ、マイク、アンプなど）の電源を入れます。 

7. IEC ケーブル（付属）を使用して、電源入力をコンセントに接続します 

8. すべてのオーディオ出力をオンにします。 

 

接続例 
 
 

 
 
 
 

マスターリモート 

(例 Rane DR6) 

ゾーンリモート 
(例 Rane 
DRZH) 

Bluetooth デバ

イス 

電源 

ルーター 

ステレオオーディオ入力 

(レシーバー、DVD プレイ

ヤーなど) 

パワードステレオ

スピーカー 

ページングリモ

ート 

(例 Rane 
RAD16z) 

モノオーディオ入力  

(マイク) 

コンピューター 

ゾーンアンプ および

スピーカー 



 

 

 

機能 
 
フロントパネル 
 

 

 

1. ディスプレイ: このディスプレイには、Zonetech の現在のステータスとオプションに関する情報が表

示されます。 

2. 電源ランプ: Zonetech の電源オン時に点灯します。 

3. コンピューターリンクライト: このライトは、リアパネルのコンピューターイーサネットポートがコン

ピューターに接続されている（電源が入っている）ときに点灯します。その後、コンピューターを使

って Zonetech を Web ベースのインターフェースを使ってリモートコントロールすることができます。 

4. ストリームライト: Stream Source が Bluetooth に設定されている場合、Zonetech がペアリングモー

ドになっていることを示すためにこのライトが点滅し、Zonetech が有効な Bluetooth デバイスとペア

設定されている場合は点灯します。Stream Source が AirPlay または UPnP/DLNA に設定されている

場合、このライトが点灯し、接続が成功したことを示します。その後、デバイスのオーディオ信号を

Zonetech にワイヤレスで送信することができます。 

5. Info: このノブを押すと、ディスプレイに表示されている Info ページが表示されます。このノブを回し

てディスプレイの各値を調整します。 

6. Left/Right (t/u):ディスプレイに表示されている前または次のオプションを選択します。 

注: Zonetech を工場出荷時の設定にリセットするには、電源を入れたまま左右のボタン（t/u）を押

したままにします。工場出荷時のリセットメッセージが表示されるまでボタンを押したままにしてか

ら、ボタンを離します。 

7. Stream: このボタンを押すと、ディスプレイにストリーム設定が表示されます。 

8. Page: このボタンを押すと、ページャー設定が表示されます。 

9. インプット 1–6: これらの各ボタンを押して、対応する入力を選択します。その情報はディスプレイに

表示され、Info ノブと左/右（t/u）ボタンを使って設定を編集できます。 

10. Zone 1–6: これらの各ボタンを押して、対応するゾーンを選択します。その情報がディスプレイに表

示され、Info ノブと左/右（t/u）ボタンを使って設定を編集できます。 

 



 

 

 
リアパネル 
 

 

 

1. 電源入力(IEC): IEC ケーブルを使用して、電源コンセントに接続します。 

2. Bluetooth アンテナコネクター (SMA): 付属の Bluetooth アンテナをここに接続します。 

重要：コンプライアンスのために、付属のアンテナのみを使用する必要があります。アンテナの代替または変更は許可

されていません。 

3. 入力 (ステレオ RCA): これらのステレオ入力ペアにオーディオソースを接続します。 

4. インプット(ユーロブロック): バランスまたはアンバランスのオーディオソースをこれらのモノラル入力に接続し

ます。 

5. 出力(ユーロブロック): ラインレベル（-10 dBV~ + 4 dBu）のデバイスをバランス出力に接続します。ゾーン 1-5
の出力はモノで、ゾーン 6 の出力はステレオとなります。また、（R(LO) 出力に接続された）サブウーファーと

（L(HI) 出力に接続された）メインスピーカーを使用してモノラルで使用するためにゾーン 6 出力を設定するこ

ともできます。 

6. ロジック入力 (ユーロブロック): 通常開かれた外部コントロール接点（リレーまたは同等のもの）をこれらの端

子に接続します。端子同士が接続されている（スイッチが閉じている）と、すべての出力がミュートされます。

これは通常、緊急時に音声出力を停止させるために火災警報システムで使用されます。 

注：このミュート機能が有効なときは、すべてのフロントパネルのコントロールがロックされます。ミュートはディス

プレイに赤い背景で表示されます。 

7. ゾーンリモートポート（RJ45、シールド付き Cat5e または Cat6 ケーブル）: オプションの Rane DRZH デバイ

スをこれらのポートに接続します。これにより、ソースを選択し、ゾーンのレベルをリモートで調整できます。 

8. マスターリモートポート（RJ45、シールド付き Cat5e または Cat6 ケーブル）: オプションの Rane DR6 リモコ

ンをこのポートに接続します。これにより、ソースを選択し、すべてのゾーンのレベルをリモートで調整できま

す。 

9. ページャーポート（RJ45、シールド付き Cat5e または Cat6 ケーブル）: オプションの Rane RAD デバイス

（RAD16z、RAD26 など）を接続して、アナログオーディオおよびロジック入力を提供します。使用できる機能

は RAD モデルによって異なります。詳細については、rane.com/zonetech を参照してください。 

注：ページャー機能を使用する場合は、接続された RAD の 1 つのロジック入力を有効にして、オーディオを通過させ

るようにしてください。 

Note: ページャー機能が不要な場合は、代わりにオプションの Rane DR6 をこのポートに接続することができます。こ

れは、マスターリモートポートに接続された DR6 と同じ機能を提供します（上記＃8 を参照してください）。 

10. Computer Ethernet Port (Ethernet):コンピューターイーサネットポート（イーサネット）：このポートは、セッ

トアップ中にルーターまたは同様のアクセスポイントに接続します。 Zonetech が適切に設定されたら、コンピ

ューターを同じルーターまたはアクセスポイント上の別のポートに接続して、Web ブラウザを使用して

Zonetech を制御するインターフェースにアクセスできます。詳細については、操作>リモートでの

Zonetech の制御を参照してください。 



 

 

 

オペレーション 
 
入力設定の編集 
 

Zonetech のディスプレイ、Info ノブ、左右（t/u）ボタンを使って、各入力の設定を編集することができます。 

編集する入力を選択するには、対応するインプットボタン（1-6）または Stream ボタンを押します。ディスプレイには、

入力 1-6 またはストリームが選択されていることが示されます。 

選択した入力の前または次の設定を表示するには、左右（t/u）ボタンを使い、Info ノブを回して各設定の値を調整し

ます。 

注：入力設定をリモートで制御するには、（Computer Ethernet ポートに接続）された Web ベースのコンピューター

か、または（マスターリモートとページャーポートに接続された） 大 2 台の Rane DR6 マスターリモコンを使用する

ことができます。 
 

これらは編集可能な入力設定です。（設定が選択されていない場合に表示される）短縮名称はカッコ内に表示されます。 

入力レベル (Level) 

これは入力段の音量レベルです。 
-88.0〜+12.0 dB 

ヒント: このレベルをどうすればよいかわからない場合

は、ヘッドルームに余裕を持たせ、クリッピング／歪みを

防止するためにも、低い設定を使用する方がよいでしょ

う。 

ローシェルフレベル (LS Level) 

これは、低周波シェルフフィルターの「ブースト」（増

幅）または「カット」（減衰）の量です。-15.0～+8.0 
dB. 

  

ローシェルフ周波数 (LS Freq) 

低周波シェルフフィルターの中心周波数：40〜630Hz（デ

フォルト：630Hz）です。 

ヒント: 値を大きくするほど低音域の周波数を上げること

ができますが、より多くのアンプパワーが必要になりま

す。 

PEQ レベル 

これは、ミッドレンジ・パラメトリックイコライゼーシ

ョンバンドの「ブースト」（増幅）または「カット」

（減衰）の量です。-15.0～+8.0 dB 

  
 



 

 

 

PEQ 周波数 (PEQ Freq) 

ミッドレンジ・パラメトリックイコライゼーショ

ンバンドの中心周波数を表わしており、40 Hz〜
16 kHz（デフォルト：630 Hz）の値で指定しま

す。 

PEQ 帯域(PEQ Band) 

ミッドレンジ・パラメトリックイコライゼーシ

ョンバンドの幅です：0.300-4.000 oct（オクタ

ーブ）（デフォルト：0.500 oct） 

  

ハイシェルフレベル (HS Level) 

これは高周波シェルフフィルターの「ブースト」

（増幅）または「カット」（減衰）の量を-15.0〜
+8.0 dB の値で指定します。 

ハイシェルフ周波数(HS Freq) 

高周波数シェルフフィルターの中心周波数を

630Hz〜16kHz（デフォルト：630Hz）の値で指

定します。 

ヒント: 低い値を設定すると、トレブルの周波数

をより高くすることができますが、トゥイータ

ーのオーバードライブのリスクが高くなりま

す。 

  

入力タイプ (Type) (インプット s 5 および 6 のみ) 

インプット 5 とインプット 6 に接続されたデバイ

スのタイプを、ダイナミック（マイク）、コンデ

ンサー（マイク）、アンバランス・ライン+、バラ

ンス・ライン（デフォルト：バランス・ライン）

の中から選択します。 

注：ファンタム電源は、コンデンサーが選択され

ている場合にのみ有効化されます。 

ヒント: アンバランス・ライン+は、片方がプラス

（+）入力に接続され、もう一方がマイナス（-）
入力に接続されている場合、2 つのアンバランス

信号（左右の RCA ラインなど）を合計します。 

ヒント: バランス・ラインは、市販のオーディオ

機器で使用される標準的なバランスラインレベル

入力（TRS または XLR など）です。 

ストリームソース (Source) 

Zonetech がストリーミングオーディオを再生す

るソースを、None（オフ）、Bluetooth、
AirPlay、UPnP/DLNA から選択します。 

  

 



 

 

 
ストリーム 
 

リアパネルの 6 つのオーディオ入力に加えて、Bluetooth®、AirPlay®、UPnP、DLNA®を使用して Zonetech
から任意のゾーンにオーディオ信号をワイヤレスで送信できます。この信号は、それ自身の入力チャンネル

を使用します。 
 

Bluetooth 
 
Bluetooth デバイスを Zonetech にペアリング／接続するには 

1. Zonetech で、Stream ボタンを押してストリーム設定にアクセスします。 

2. 左右の（t/u）ボタンを使って、ストリームソース（ソース）の設定を選択します。次に、Info ノブ

を回して Bluetooth オプションを選択します。 

3. 左右の（t/u）ボタンを使って Bluetooth Pairing（Pairing）設定を選択します。次に、Info ノブを

回して Enabled を選択します。 Zonetech のストリームライトが点滅を開始します。 

4. Bluetooth デバイスで、Bluetooth 設定を入力し、Zonetech を見つけて接続します。ストリームライト

は接続時に青色で点灯します。 

注: 

• 重要: Bluetooth と WiFi の両方を同時に使用することはできません。 Bluetooth を有効にすると、WiFi
は無効になります。 

• デバイスにパスコードまたは PIN が必要な場合は、0000 を入力します。 

• Bluetooth デバイスが Zonetech に接続できない場合は、Stream Source（Source）を None に設定し

て前の Bluetooth 接続を切断し、上記の手順をもう一度試してください。 

• 音楽の接続や再生に問題が発生した場合は、Bluetooth デバイスのオペレーティングシステムが 新で

あることを確認してください。 

 
Bluetooth デバイスの Zonetech とのペアを解除／切断するには、Stream Source (Source)設定を None
に設定します。Zonetech はお使いの Bluetooth デバイスから切断します。または、お使いのデバイス側の

Bluetooth 設定から切断します。 

 
Bluetooth オーディオ信号を Zonetech の出力にストリーミングするには： 

1. Zonetech で、Stream ボタンを押してストリー

ム設定にアクセスします。 

2. 前述の指示に従って、Bluetooth デバイスを

Zonetech とペアリングします。 

3. Bluetooth オーディオ信号を送信するゾーンの

Zone ボタン（1-6）を押します。 

4. 左右（t/u）ボタンを使って入力ソース（ In 
Source）設定を選択します。 

5. Info ノブを回して Stream オプションを選択し

ます。そのゾーンは Bluetooth デバイスからオ

ーディオ信号を受信しています。 



 

 

 

AirPlay 
 
Apple 社の AirPlay を使用してデバイスを Zonetech に接続するには、このオプションを選択します。 
 
1. AirPlay 対応の Apple デバイスと Zonetech の電源が入っていて、同じネットワークに接続されている

ことを確認します。 

2. Zonetech で、Stream ボタンを押してストリーム設定にアクセスします。 

3. 左右（t/u）ボタンを使って、ストリームソース（Source）設定を選択します。次に、Info ノブを回

して AirPlay オプションを選択します。 

4. Apple デバイス側で AirPlay アイコンを選択し、Zonetech を選択します。接続が確立されると、スト

リームライトが点灯します。 

5. デバイスの再生を開始します。 
 
 
UPnP および DLNA 
 
Zonetech を DLNA（Digital Living Network Alliance）デジタルメディアレンダラー（DMR）として使用する

には、このオプションを選択します。これにより、同じネットワーク上の PC（または他のデバイス）から

Zonetech にメディアを直接ストリーミングすることができます。DLNA メディアサーバーを設定する方法は、

ご使用のコンピューターのオペレーティングシステムおよび使用するプログラムによって異なります。メデ

ィアストリーミングの設定方法については、メディアサーバーのマニュアルを参照してください。 
 
1. PC と Zonetech の電源が入っていることと、同じネットワークに接続されていることを確認します。 

2. お使いの PC で、DLNA 対応メディアサーバーを開きます。ほとんどのユーザーには Windows Media 
Player が推奨されていますが、他のソフトウェアも使用できます。 

3. Zonetech で、Stream ボタンを押してストリーム設定にアクセスします。 

4. 左右（t/u）ボタンを使って、ストリームソース（Source）設定を選択します。次に、Info ノブを回

して UPnP/DLNA オプションを選択します。 

5. Windows Media Player で、再生したいトラックを右クリックします。デバイスキャストに移動し、

Zonetech を選択します。接続が確立されると、ストリームライトが点灯します。 
注: Zonetech がデバイスのリストに表示されない場合は、Zonetech のメディアストリーミングアクセスを

許可するように PC が設定されていることを確認してください。 

6. Zonetech でトラックを追加したり削除したり、再生をコントロールしたりできるデバイスキャストメ

ニューが表示されます。 
 
 



 

 

 
出力（ゾーン）設定の編集 
 
Zonetech のディスプレイ、Info ノブ、左右（t/u）ボタンを使って、各出力（ゾーン）の設定を編集でき

ます。 
編集するゾーンを選択するには、対応するゾーンボタン（1-6）を押します。ディスプレイには選択さ

れているゾーン（Zone 1–6）が表示されます。 
選択したゾーンの前または次の設定を表示するには、左右（t/u）ボタンを使います。Info ノブを回

して、各設定の値を調整します。 
注：ゾーン設定をリモートで制御するには、（イーサネットポートに接続された）コンピューター上

の Web ベースのインターフェース、ゾーンごとに１台の（Zone Remotes ポートに接続された）Rane 
DRZH リモコン、（マスターリモートおよびページャーポートに接続された） 大２台の Rane DR6
マスターリモコンを使用することができます。 詳細については、Zonetech を遠隔操作するを参照し

てください。 
 
これらは編集可能なゾーン設定です。 （設定が選択されていない場合に表示される）短縮名称はカッコ内に

表示されます。 

出力レベル(Level) 

出力音量レベルを-30.0〜+12.0 dB（デフォルト：0.0 
dB）で設定します。 これがゾーンのマスターボリューム

になります。 

入力ソース (In Source) 

これはゾーンのオーディオソースをインプット 1–6 また

は Stream から選択します。 

  

優先ソース(Pr Source) 

これは、入力信号が検出されたときに自動的に再生される

オーディオソースをインプット 1–6 または Stream から
選択します。 

ヒント：この機能を有効にすると、テレビの電源投入時の

バックグラウンドの音楽のダッキングなど、オーディオソ

ース間の自動切り替えに適しています。 

優先ホールド時間(H Time) 

プライオリティソースの信号がスレッショルドを下回っ

た後、出力が元のオーディオソースに切り替わるまでの

時間（秒）を決定します。 
1–60 秒(デフォルト: 3 秒). 

ヒント: この値を低く設定しすぎると意図しない信号間

の切り替えが発生する可能性があります。 

  

ローシェルフレベル (LS Level) 
-15.0 to +8.0 dB. これは、低周波シェルフフィルターの

「ブースト」（増幅）または「カット」（減衰）量を、-
15.0〜+ 8.0 dB の値で指定します。 

ローシェルフ周波数 (LS Freq) 
低周波シェルフフィルターの中心周波数を 40〜630Hz
（デフォルト：630Hz）の値で指定します。 

ヒント：値を大きくするほど低域の周波数を増幅するこ

とができますが、より多くのアンプパワーが必要になり

ます。 

  



 

 

 

PEQ レベル 

ミッドレンジパラメトリックイコライゼーション

バンドの「ブースト」（増幅）または「カット」

（減衰）の量を-15.0〜+8.0 dB の値で指定しま

す。 

PEQ 周波数(PEQ Freq) 

ミッドレンジ・パラメトリックイコライゼーシ

ョンバンドの中心周波数を表わしており、40 Hz
〜16 kHz（デフォルト：630 Hz）の値で指定し

ます。 

  

PEQ 帯域(PEQ Band) 

ミッドレンジ・パラメトリック・イコライゼーシ

ョンバンドの幅を 0.300-4.000 oct（オクターブ）

（デフォルト：0.500 oct）の値で指定します。 

ハイシェルフレベル(HS Level) 

高周波シェルフフィルターの「ブースト」（増

幅）または「カット」（減衰）の量を-15.0〜+ 
8.0 dB の値で指定します。 

  

ハイシェルフ周波数(HS Freq) 

高周波数シェルフフィルターの中心周波数を

630Hz〜16kHz（デフォルト：630Hz）の値で指

定します。 

ヒント: 低い値を設定すると、トレブルの周波数

をより高くすることができますが、トゥイーター

のオーバードライブのリスクが高くなります。 

ページイネーブル (PG Enable) 

この機能は、ゾーンがページャーからオーディ

オ信号を受信するかどうかを決定します。

Enabled（オン）、Disabled（オフ）のいずれ

かを選択します。 

注：この機能がオンの場合は、通常のゾーン出

力レベルとは独立した出力ページングレベルを

設定してください。 

  

ページレベル (PG Level) 

ページャーの出力音量レベルを-30.0〜+12.0 dB
（デフォルト：0.0 dB）の値で指定します。 

ページ・ダッカー・デプス (PG Duck) 

これは、ページャーが有効化されたときの通常

出力信号の減衰量を 0.0〜-85.0 dB（デフォル

ト：-12.0dB）の値で指定します。 
ヒント: -85.0 dB に設定すると、ページャーがオ

ン時に通常の出力信号が完全にミュートされま

す。 

  

 



 

 

 

リミッタースレッショルド (Threshold) 

リミッターは、出力オーディオ信号が-60.0〜0.0 dB（デ

フォルト：0.0 dB）の音量レベルを超えないように機能し

ます。 

注: Zonetech より信号経路の後にあるデバイス（パワーア

ンプなど）がリミッターを使用している場合、スレッショ

ルドの低いリミッターが 大レベルを決定します。 

出力モード (Mode) (Zone 6 のみ) 

Zone 6 の出力信号がステレオ（左右）（Stereo）か、

または 2 ウェイクロスオーバーのモノラル（X-Over）か

を決定します。 

ヒント:このゾーンでサブウーファーとメインスピーカー

を使用する場合は、モノラル設定を使用し、X-Over 
Freq、Low Level、および High Level の設定を使用し

て信号を管理してください。 

  

 

X-Over 周波数(X Freq) (Zone 6 のみ) 

低周波と高周波数がサブウーファーとメインスピーカーの

間で分割される周波数を 80〜300Hz（デフォルト：

125Hz）の間の値で決定します。 

X-Over ローレベル (XL Level) (Zone 6 のみ) 

クロスオーバ周波数以下のオーディオ周波数の出力音量

レベルを-10.0〜+6.0 dB の間の値で指定します。 

ヒント: これは実質的に Zone 6 のサブウーファーのマス

ターボリュームになります。 

  

X-Over ハイレベル(XH Level) (Zone 6 のみ) 

クロスオーバ周波数以上のオーディオ周波数の出力音量レ

ベルを-10.0〜+6.0 dB の間の値で指定します。 

ヒント: これは実質的に Zone 6 のメインスピーカーのマ

スターボリュームになります。 

 

 

 

 
 



 

 

 
ページング 
 

Zonetech のディスプレイ、Info ノブ、左右（t/u）ボタンを使用してページング設定を編集できます。 

ページング設定を表示するには、Page ボタンを押します。 

ページング設定を編集するには、左右（t/u）ボタンを使って前後の設定を表示し、Info ノブを回し

て各設定の値を調整します。 

注：ページ設定をリモートで制御するには、（イーサネットポートに接続された）コンピューター上

のウェブベースのインターフェースを使用するか、またはページャーポートに接続された別売の Rane 
RAD デバイス（RAD16z、RAD26 など）を使用することができます。 

 

これは編集可能なページャーの設定です。短縮名称（設定が選択されていない場合に表示される）はカッコ

内に表示されます。 

入力レベル (Level) 

ページャーの音量レベルを-88.0～+12.0 dB の値で指定し

ます。これはページャーのチャイムの音量レベル（下記参

照）とは無関係で、ゾーンレベルとは独立しています。 

ローシェルフレベル (LS Level) 

低周波シェルフフィルターの「ブースト」（増幅）また

は「カット」（減衰）の量で、-15.0～+8.0 dB の値で設

定します。 

  

ローシェルフ周波数(LS Freq) 

低周波シェルフフィルターの中心周波数を 40〜630Hz
（デフォルト：630Hz）の値で指定します。 

PEQ レベル 

ミッドレンジ・パラメトリックイコライゼーションバン

ドの「ブースト」（増幅）または「カット」（減衰）の

量を-15.0～+8.0 dB の値で指定します。 

  

PEQ 周波数(PEQ Freq) 

ミッドレンジ・パラメトリックイコライゼーションバンド

の中心周波数を、40 Hz〜16 kHz（デフォルト：630 Hz）
の値で指定します。 

PEQ 帯域(PEQ Band) 

ミッドレンジ・パラメトリックイコライゼーションバン

ドの幅で 0.300-4.000 oct（オクターブ）（デフォル
ト：0.500 oct）のの値で指定します。 

  



 

 

 

ハイシェルフレベル (HS Level) 

これは高周波シェルフフィルターの「ブースト」

（増幅）または「カット」（減衰）の量を-15.0〜
+8.0 dB の値で指定します。 

ハイシェルフ周波数(HS Freq) 

高周波数シェルフフィルターの中心周波数を

630Hz〜16kHz（デフォルト：630Hz）の値で指

定します。 

  

チャイム 

ページャーのチャイム音のオン（Enabled）また

はオフ（Disabled）を決定します。 チャイムは

ページング出力信号と混合されます。 

Tip:  ページャーの使用時にこの設定がオンにな

っている場合は、お知らせを行う前にチャイムが

終了するのを少し待つことをおすすめします。 

チャイムレベル (CH Level) 

これはページャーのチャイム音の音量レベルを-
30.0〜+12.0 dB（デフォルト：0 dB）の値で指

定します。 これはページャーの全体の音量とは

無関係です。 

  

 



 

 

 
インフォ 
 

Zonetech のディスプレイでは、詳細な Zonetech システム設定を表示することができます。 Info ノブを押

すと、以下の情報ページが表示されます。 

 

これらは、表示可能な Info 設定です。 

メーター 

ここでは、すべての入力とゾーンのレベルメータ

ーをマルチカラー表示します。 

デバイス／ポートステータス 

このビューは、Zonetech に現在接続されている

デバイスとその現在の操作に関する情報を表示し

ます。 このビューを使用して、システム障害、

ハードウェアエラー、およびその他の問題を検証

します。 

重要: システムの診断やトラブルシューティング

を行う場合は、まずこの情報を確認してくださ

い。 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

有線ネットワーク設定 

有線ネットワークアドレス、サブネット、および

ステータスが表示されます。 
重要：システムの診断、またはトラブルシューテ

ィングを行う場合は、まずこの情報と無線ネット

ワーク設定を確認してください。 

無線ネットワーク設定 

無線ネットワークのアドレス、サブネット、お

よびステータスが表示されます。 
重要：システムの診断、またはトラブルシュー

ティングを行う場合は、まずこの情報と有線ネ

ットワーク設定を確認してください。 

  

Zonetech デバイス情報 

Zonetech に関する情報を表示します。これに

は、場所の名前（Venue name）、現在のファー

ムウェアバージョン（Firmware Version）、お

よび装置のシリアル番号（Serial Number）の情

報が含まれます。 

 

 

 



 

 

 
Zonetech を遠隔操作する 
 

Zonetech では、いくつかの方法で、さまざまな機能をリモートでコントロールすることができます。 

• コンピューターを使用してウェブベースのインターフェースにアクセスし、Zonetech のすべて

の機能を制御できます。詳細は、後述のコンピューターを参照してください。 
注：一部のコントロールは、ウェブインターフェースでのみ使用できます。 

• Rane DR6 リモートデバイスを使用して、すべての入力レベル、出力（ゾーン）レベル、および

ゾーンソースの選択をコントロールできます。詳細は、後述のマスターリモートを参照してくだ

さい。 

• Rane DRZH を使用して、出力（ゾーン）機能をコントロールすることができます。詳細は、後

述のゾーンを参照してください。 

 
 
コンピューター 
 

お使いのコンピューターでウェブベースのインターフェースを使用して、Zonetech をリモートでコントロ

ールすることができます。 

 

Zonetech をウェブインターフェースで使用するための設定を行うには 

1. イーサネットケーブルを使用して、Zonetech のコンピューターイーサネットポートを DHCP
（Dynamic Host Configuration Protocol）対応ルーターまたは同様のアクセスポイントに接続し、コン

ピューターを同じルーターまたはアクセスポイントに接続します。 
2. ネットワークに接続すると、Zonetech は使用できる動的 IP アドレスを自動的に取得します。これに

は数秒かかる場合があります。 
3. 有線ネットワーク設定がディスプレイに表示されるまで Zonetech の Info ボタンを押し、DHCP IP ア

ドレス（例：10.10.10.182）を書き留めます。 
 

Zonetech ウェブインターフェースを開くには： 

1. コンピューターのウェブブラウザを開きます。 
2. ブラウザで、Zonetech の有線ネットワーク設定（たとえば、http://10.10.10.182）に表示されている

DHCP IP アドレスを入力してウェブインターフェースをロードします。 
3. Login ボタンを押し、フルアクセスモードのパスワードを入力します。デフォルトのパスワードは

admin です。 

 

ウェブインターフェースを使用するには、パスワードを使用して完全または限定アクセスオプションにログ

インします。パスワードが設定されていない場合、ユーザーはそのアクセスレベルで自動的にログインしま

す。デフォルトでは、Zonetech はフルアクセスモードで出荷されます。 

完全アクセスモードと限定アクセスモードを切り替える必要がある場合は、ページの左上隅にある Logout
ボタンを使用します。 

いずれのモードでも設定を編集するには、矢印をクリックするかスライダを動かして値を調整するか、また

はラジオボタンをクリックしてオプションを選択します。 

 



 

 

 

限定アクセスモードの編集可能な設定は次のとおりです。 

Master Outputs 

このページでは、出力音量レベルと入力オーディオソースのコントロールを行えます。 

 
 

 

フルアクセスモードでは、ウェブブラウザ上部のタ

ブをクリックしてページ間を移動します。 

 

 

これらは、フルアクセスモードの各タブで編集可能な設定です。 

入力 1–6, Stream, および Page 

General 

Level: 入力段の音量レベルです。 

インプット Type (インプット 5 と 6 のタブ):  イ
ンプット 5 およびインプット 6 に接続されている

デバイスのタイプです。 

 

Stream Source (ストリームタブ): Zonetech がス

トリームオーディオを再生するソースです。

None、Bluetooth、AirPlay、または

UPnP/DLNA の中から選択します。 

Pairing と Status (ストリームタブ): Stream 
Source が Bluetooth に設定されている場合、

ペアリングチェックボックスをクリックしてペ

アリングモードに入り、Bluetooth デバイスを接

続します。Status には Bluetooth の現在の状態

が表示されます。 

  
 
 



 

 

 

インプット 1–6, Stream および Page (続き) 

Low Shelf 

Level: 低周波シェルフフィルターの「ブースト」

（増幅）または「カット」（減衰）の量です。 
 
Frequency: 低周波シェルフフィルターの中心周

波数です。 

Parametric EQ (PEQ) 

Level: ミッドレンジ・パラメトリックイコライ

ゼーションバンドの「ブースト」（増幅）または

「カット」（減衰）の量です。 

Frequency: ミッドレンジ・パラメトリックイコ

ライゼーションバンドの中心周波数です。 

Bandwidth: ミッドレンジ・パラメトリックイコ

ライゼーションバンドの幅です。 

  

High-Shelf 

Level: 高周波シェルフフィルターの「ブースト」

（増幅）または「カット」（減衰）の量です。 

Frequency: 高周波シェルフフィルターの中心周

波数です。 

Chime (ページタブ) 

Enable: ページャーのチャイム音がオン

（Enabled）またはオフ（Disabled）のいずれ

であるかを決定します。チャイムはページング

出力信号と混合されます。 

Level: ページャーのチャイム音の音量レベルで

す。これはページャーの全体の音量とは無関係

です。 

  
 
 

 



 

 

 

Zones (出力) 

General 

Level: 出力音量レベルです。 

インプット Source: ゾーンのオーディオソースで

す。 

Priority Source: 入力信号が検出されたときに自動

的に再生されるオーディオソースです。 

Priority Hold Time: プライオリティソース信号がスレッショルドを下回った後、出力が元のオーデ

ィオソースに切り替わるまでの時間（秒）を指定します。 

Low Shelf 

Level: 低周波シェルフフィルターの「ブースト」

（増幅）または「カット」（減衰）の量です。 

Frequency: 低周波シェルフフィルターの中心周

波数です。 

Parametric EQ (PEQ) 

Level: ミッドレンジ・パラメトリックイコライ

ゼーションバンドの「ブースト」（増幅）または

「カット」（減衰）の量です。 

Frequency: ミッドレンジ・パラメトリックイコ

ライゼーションバンドの中心周波数です。 

Bandwidth: ミッドレンジ・パラメトリックイコ

ライゼーションバンドの幅です。 

  

High-Shelf 

Level: 高周波シェルフフィルターの「ブースト」

（増幅）または「カット」（減衰）の量です。 

Frequency: 高周波シェルフフィルターの中心周

波数です。 

Paging 

Enable: ゾーンがページャーからオーディオ信

号を受信するかどうかを決定します。 

Level: ページャーの出力音量レベルです。 

Ducker Depth: ページャーが有効化された場合

に、通常の出力信号をどれだけ減衰させるかを

決定します。 

  



 

 

 

Zones (続き) 

Stereo/X-Over (Zone 6 のみ) 

Output Mode Zone 6 の出力信号がステレオ（左右）（Stereo）
か、または 2 ウェイクロスオーバーのモノラル（X-Over）かを決定

します。 

X-Over Frequency: 低周波と高周波数がサブウーファーとメイン

スピーカーの間で分割される周波数を決定します。 

X-Over Low Level: クロスオーバ周波数以下のオーディオ周波数の

出力音量レベルを指定します。 

X-Over High Level: クロスオーバ周波数以上のオーディオ周波数

の出力音量レベルを指定します。 

Limiter 

Threshold: リミッターは、出力オーディ

オ信号がこの音量レベルを超えないことを保

証します。 

  
 
 

Master 

このタブには、出力音量レベルと入力オーディオソースのコントロールの概要が表示されます。 

 
 
 

Naming 

このタブでは、会場、入力、およびゾーンの名前を変更できます。 

 
 



 

 

 

重要: システムの診断やトラブルシューティングを行う場合は、まず以下の有線ネットワーク設定と無

線ネットワーク設定を確認してください。 
 

Settings 

Device Information 

Firmware Version: Zonetech 上で動作している

現在のファームウェアバージョンです。 

Serial Number: これは Zonetech 本体のシリアル

番号です。 

Wired Network Settings 

DHCP IP and Subnet Mask: ネットワークでサ

ポートされている場合は、DHCP（Dynamic 
Host Configuration Protocol）で割り当てられた

動的 IP アドレスとサブネットマスクです。 

Static IP and Subnet Mask: 接続された有線ネ

ットワークの IP アドレスとサブネットマスクを

手動で入力します。 

MAC Address: Zonetech デバイスの唯一の

MAC（Media Access Control）アドレスを表示

します。 

Wireless Network Settings 

Enable: 無線ネットワーク接続を有効または無効

にします。 

SSID: 接続されている無線ネットワークの名前で

す。 

Password: 接続されている無線ネットワークのパ

スワードです。 

Connection Status: 現在の無線ネットワーク接

続の状態です。 

Available SSIDs: Zonetech で使用可能な無線ネ

ットワークです。 

DHCP IP and Subnet Mask: ネットワークでサポ

ートされている場合は、DHCP で割り当てられた

動的 IP アドレスとサブネットマスクです。 

Static IP and Subnet Mask: 接続されている無線

ネットワークの IP アドレスとサブネットマスク

を手動で入力します。 

MAC Address: Zonetech デバイスの唯一の MAC
アドレスを表示します。 

Security Levels 

Full Access Password: ウェブインターフェー

スでフルアクセスモードに入るために使用され

るパスワードです。 

Limited Access Password: ウェブインターフ

ェースで限定アクセスモードに入るために使用

されるパスワードです。 

注：パスワードが空の場合、ユーザーはそのレ

ベルで自動的にログインします。 

Front Panel Security: フロントパネルのコント

ロールのアクセスレベルを Full、View Only、
または Limited に設定します。 

注: View Only モードでは、設定を変更すること

はできません。 

 

 



 

 

 

Settings (続き) 

Configuration 

Save Settings: システム設定を.zonetech ファイ

ルに保存できます。 

Send Settings: 保存した設定を Zonetech デバイ

スに送信できます。 

Firmware Update 

Update Firmware: ファームウェアのアップデー

トを確認し、Zonetech をアップデートすること

ができます。 

 
 
 
マスターリモート 
 

大 2 台の Rane DR6 をマスターリモコンとして使用でき、すべての入力レベル、出力（ゾーン）レベル、

およびゾーンソースの選択をコントロールできます。 詳細については、rane.com/HAL にアクセスし、

DR6 のマニュアルとハロゲンシステムのドキュメントを参照してください。 

DR6 で使用する Zonetech を設定するには、Cat5e または Cat6 イーサネットケーブルを使用して、

Zonetech の Master Remote ポートに DR6 を接続します。また、使用していない場合は、2 番目の

DR6 を Pager ポートに接続することもできます。（DR6 を Rane RPI を通して電源コンセントに接続

することを忘れないでください）。 
 
 
ゾーン 
 

1～6 台の Rane DRZH ユニットを使用して、1 つまたは複数のゾーンの機能をコントロールすることができ

ます。詳細については、rane.com/HAL にアクセスし、DRZH およびハロゲンシステムのドキュメントを参

照してください。 

Zonetech を 1 つまたは複数の DRZH ユニットとともに使用するために設定するには、Cat5e または

Cat6 イーサネットケーブルを使用して各 DRZH を Zonetech の Zone Remotes ポートに接続します。 
 



 

 

 

トラブルシューティング 
 
問題が発生した場合は、まず次の項目を確認してください。 

• すべてのケーブルと接続されているデバイスが正しく確実に接続されていることを確認します。 

• 本ユーザーガイドの説明に従って、Zonetech を使用していることを確認してください。 

• 他のデバイスやメディアが正しく動作していることを確認してください。 

• Zonetech が正常に動作していないと思われる場合は、問題と解決方法を次の表で確認してくだ

さい。 

 

Problem: Solution: Please see: 

電源が入らない。 付属の電源ケーブルを使用して、Zonetech
の電源入力がコンセントに正しく接続されて

いることを確認してください。 

セットアップ 

音が出ない、または音が歪ん

でいます。 
すべてのケーブルとデバイスの接続が確実で

正しいことを確認してください。 

ケーブルが損傷していないことを確認してく

ださい。 

Zonetech に接続されているすべてのデバイ

スの電源、接続、および対応が適切であるこ

とを確認してください。ハードウェア接続と

Info ページを確認してください。 

デバイス、スピーカー、ミキサーなどの設定

が正しいことを確認してください。 

セットアップ、 

操作> インフォ 

Bluetooth デバイスからの音

声が Zonetech で再生されま

せん。 

WiFi がオフになっていることを確認しま

す。 WiFi が有効時には、Bluetooth は無効と

なります。 

Bluetooth デバイスが正しくペアリングされ

ていることを確認してください。 

Bluetooth デバイスを Zonetech に近づけて

Bluetooth 信号の受信を向上させます。ま

た、障害物（壁、家具など）を取り除いて、

Bluetooth デバイスと Zonetech の間に明確な

視線があるようにしてください。 

セットアップ、 

操作> ストリーム> 
Bluetooth 

お使いの Bluetooth デバイス

と Zonetech とのペアリング

に PIN が必要です。 

PIN として 0000 を入力します。 （古い

Bluetooth デバイスの中には、PIN を入力す

る必要があるものがあります） 

操作> ストリーム > 
Bluetooth 

 



 

 

 

付録 
 
技術仕様 
 

オーディオ入力 端子 (4) RCA ステレオ入力ペア  

(1) 6 ピン 3.8 mm ユーロブロック入力 (バラ

ンス型マイク／ラインレベル, 緑) 

 大入力レベル +20 dBu 

オーディオ出力 端子 (3) 6-pin 3.8 mm ユーロブロック出力 (ゾー

ン 1–4 & 6, バランス型ラインレベル, オレンジ) 

(1) 3-pin 3.8 mm ユーロブロック出力(ゾーン 
5, バランス型ラインレベル, オレンジ) 

 
インピーダンス 200 Ω, each leg to ground 各レグからグラ

ウンドまで 

 大出力レベル +20 dBu 

周波数レスポンス 40 Hz – 16 kHz (+0/-3 dB) 

ダイナミックレンジ 111 dB (A-weighted) 

THD+N 0.005% (+4 dBu output, 1 kHz) 

Bluetooth 仕様 バージョン 4.1 

プロファイル A2DP 

レンジ Up to 100 feet / 30.5 meters * 

大転送出力 Class 1 ( 大 10 dBm) 

周波数 2402–2480 MHz 

ディスプレイ タイプ RGB TFT 

 寸法 3.9” x 1.2” / 99 x 30 mm (幅 x 奥行) 

4.1” / 104 mm (対角) 

 解像度 480 x 128 

 



 

 

 

その他の端子 (6) RJ45 ポート(DRZH 経由によるゾーン 1–6 リモートコントロール用) 

(1) RJ45 ポート(マスターリモートコントロール) 

(1) RJ45 ポート(ページャー) 

(1) Ethernet ポート(コンピューター) 

(1) 2 ピン 3.8 mm ユーロブロック入力 (TTL [デジタルロジック], black) 

(1) SMA アンテナ入力 (Bluetooth) 

(1) AC インレット(AC IN) 

動作温度 32–95°F / 0–35°C (結露なし) 

電源 端子 IEC 

 電圧 100–240 VAC, 50/60 Hz 

 消費電力 50 W 

寸法 
(幅 x 奥行 x 高さ) 

19” x 8.7” x 1.7” 

482 x 220 x 44 mm 

重量 6.06 lb. 

2.75 kg 
 

仕様は予告なしに変更されることがあります。Bluetooth の範囲は、壁、障害物、および動きの影響を受けます。 適な性能

を得るには、壁や家具などの妨げにならないように、製品を部屋の中心に置いてください。 

 
 
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。 

Bluetooth の用語マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Rane によるマーク

の使用はライセンスの下で行われています。 

Apple および AirPlay は、米国その他の国で登録された Apple Inc.の登録商標です。 

DLNA は Digital Living Network Alliance の商標です。 

その他すべての製品名、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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