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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いでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。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、使用しないでください。
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、風通しの良い場所で
ご利用ください。

16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピー力̶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、専門の医師にご相談ください)。

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.php
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ユーザーガイド

はじめに 

RAD22 をお買い上げいただきありがとうございます。Rane はパフォーマンスと信頼性の重
要性を認識しており、お客様のパフォーマンスを最大限に引き出すことを念頭に置いて製品を
設計しています。 

RAD22はRANE DSPシステムに柔軟な入出力機能を追加します。本製品は2系統のマイク
とライン入力が可能なコンボジャックおよびモニタリング、録音、アンプ接続用の 1/8 イン
チ(3.5mm)ステレオライン出力を備えています。マイクのホットスワップの際、XLR/1/4"
ケーブル回線を切断しても予期せぬサウンドシステムの障害を防ぐことができるスマートミュ
ーティング機能を搭載しています。この機能は 24V のファンタム電源が供給されている状態
でも使用できます。ラックから 100m 以内のローカル環境において Cat 5e 以上のシールド
付き(STP)ケーブルを使用してRANE DSPに接続します。

RAD22は標準のUS2列のコンセントボックス、あるいはフラッシュマウントで壁に設置する
ことができます。  

同梱物 

RAD22 

取付プレート 

ねじ 

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、最小動作要件、互換性情報など）、及び製品の最新情報につ
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.php をご覧ください。 
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セットアップ

はじめに> 内容物 に記載されていないアイテムは別売です。 

マイクロフォン
ヘッドフォン/スピーカー

電源 

Rane マルチプロセッサー 

CAT 5e以上の 
STPケーブル(最大100m) 
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使用例 

取り付け 

RAD22を2列コンセントボックスに取り付けるには： 

ステップ1：
• RAD22の設置予定場所にコンセントボックスを取り付けます。
• Raneマルチプロセッサー(1010X、HAL3sなど)に接続したCat 5e以上のシール

ドケーブルをバックボックスの内側に通します。
• バックボックスを設置し固定したら、付属のネジで金属製ブラケットをバックスボ

ックスに取り付けます。
ステップ2：

• RAD22のリアパネルにあるポートにRJ-45 RADを接続します。
• Cat 5e以上のシールドケーブルの反対側をRaneマルチプロセッサーRAD(リモー

トオーディオデバイス)ポートに接続して、RAD22に電力を供給し通信を可能にし
ます。

• フレームの上部をブラケットの上部と下部のせり出した縁にひっかけて、RAD22
フレームをブラケットに取り付けます。

ステップ3：
• 付属のネジとドライバーでRAD22を取り付けブラケットの下に固定します。ネジ

を締めすぎないように注意してください。
• これでRAD22の設置は完了です。

コンピューター

スピーカー

RAD22 

マイクロフォン

マルチプロセッサー

マイク/コンピューター/RAD22 オーディオ出力
スピーカー用アンプ出力
マルチプロセッサーへの信号

スピーカー

アンプ
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機能 

フロントパネル

1. 入力1/4” (6.35 mm) / XLRコンボジ
ャック： 2 基のバランス TRS でマイク/
ライン/ラインPlusオーディオ入力を切り
替えて使用します。ライン Plus 入力設定
時はアンバランスL/R信号をモノラルに変
換します。コンデンサーマイク用に 24V
ファンタム電源の供給が可能です。
入力の自動選択について：
• XLR 入力に接続するとマイク入力が自
動的に選択されます。Halogenソフト
ウェアでダイナミックモードあるいは
コンデンサーモードを選択します。

• TRS入力に接続するとライン入力が自動的に選択されます。Halogenソフトウェアで
ラインモードまたはライン Plus モードを選択できます。
注：入力に何も接続されていない場合、ノイズ防止のためにミュートされます。

2. 1/8” (3.5 mm) ライン出力：ミキサー、スピーカー、ヘッドホン、録音機器へ接続します。
3. 入力 LED：適切な信号レベルが検出されると、入力 LED が緑色に点灯します。信号がオ
ーバーロードあるいは「クリップ」しているときはLED は赤く点灯します。

リアパネル

1. RAD ポート（RJ-45）：シールドされた
CAT 5e 以上のケーブルを使用してRaneマ
ルチプロセッサーRAD ポートに接続し、通
信とオーディオ送信を行ないます。マルチプ
ロセッサーと RAD22 を接続する CAT 5e
ケーブルはクロストーク回避のため最長
100mとなります。
RJ-45ジャックにはLEDが2つ装備されて
います。 
• LEDオレンジ オン = パワー良好
• LEDオレンジ オフ = パワー不良
• LED緑 オン = データエラーなし
• LED緑 オフ = データエラー(ケーブル

をチェックしてください)
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付録 

技術仕様 

入力信号 LED LED緑 = 50 dBFS 
LED赤 = 0.5 dBFS 

マイクロフォン入力
(ソフトウェアでレベル設定)

入力インピーダンス 
2.16 kΩ、バランス、1.08 k + 1.08 k 

ゲイン範囲（ダイナミックマイク・モード） 
26‒46 dB、1 dB ステップ 

ゲイン範囲（コンデンサーマイク・モード） 
14‒34 dB、1 dB ステップ  

最大入力（ダイナミックマイク・モード） 
-16 dBu、ゲイン = 26 dB

最大入力（コンデンサーマイク・モード） 
-4 dBu、ゲイン = 14 dB

等価入力ノイズ 
-121 dBu、 20 kHz BW、Rs = 150 Ω、ゲイン = 26 dB

CMRR 
-70 dB、Rs = 150 Ω、1 kHz、ゲイン = 26 dB

周波数特性 
20Hz ‒ 20 kHz、+0、-0.5 dB、すべてのゲインセッティング 

THD + Noise  
<0.010% @ 1 kHz、20 kHz BW、Rs = 150 Ω、Output = -6 dBFS、Gain = 26 

ファンタム電源
24V、10 mA Max 

デジタルコーデック 
48 kHz、24 bit 

1/4”/ XLR バランスラインレベ
ル入力 

入力インピーダンス 
10 kΩ バランス 

ゲイン範囲 
0‒20 dB、1 dB ステップ   

最大入力（ライン・モード） 
+24 dBu、14 Ω, 1 kHz

周波数特性 
20 Hz ‒ 20 kHz、+0、-0.5 dB 

ダイナミックレンジ（入力） 
106 dB (A-weighted) 

CMRR 
-50 dB、Rs: 50 Ω、1 kHz

ライン+ モード
+24 dBu、1 kHz、アクティブ、左 ("+") および 右 ("‒") 信号をモノラルに
合成します
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1/8” (3.5 mm) 出力 インピーダンス
200Ω、1%、each leg 

最大出力 
14 dBu、<1% THD, 10k Ω load 

ダイナミックレンジ  
106 dB、0 dBFS、20 kHz BW、A-weighted 

周波数特性  
20 Hz ‒ 20 kHz、+0.0/-0.5 dB 

THD+N 
0.008% @1 kHz、20 kHz BW、-6 dBFS output 

サイズ
(W x D x H) 

重量

143 x 36 x 123 mm 

0.45 kg 

仕様は予告なく変更される場合があります。 

商標とライセンス 

Raneは、inMusic Brands, Inc.の米国内、及びその他の国における登録商標です。 

その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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無料修理規定

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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３-１９-２３ オーク南麻布ビルディング６F
お問い合わせ： http://ranecommercial.jp/support.php

・ 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。




