
安全のための重要注意事項
1. この説明書をお読みください。
2. この説明書を保管しておいてください。
3. 警告事項すべてに留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品は水の近くで使用しないでください。
6. 掃除は、乾いた布でから拭きするだけにしてください。
7. 通風口を塞がないようにしてください。十分な換気ができるよう余裕
を持たせ、メーカーの指示に従って設置してください。

8. 炎、ラジエーターや暖房送風口、ストーブ、その他、熱を発生する機
器 (アンプなど) の近くには設置しないでください。炎が出る物を製品
の上に置かないでください。

9. 有極プラグやアース付きプラグは安全のために用いられていますので、
正しく接続してください。有極プラグは、2本のブレードのうち一方が
幅広になっています。アース付きプラグは、2本のブレードの他に、3
本目のアース端子がついています。幅広のブレードや3本目の棒は、安
全のためのものです。これらのプラグがコンセントの差し込み口に合
わない場合は、電気工事業者に相談し、コンセントを交換してもらっ
てください。

10. 電源コードは、特にプラグ差し込み部分、延長コード、機器から出て
いる部分において、引っかかって抜けたり挟まれたりしないように保
護してください。

11. アタッチメントや付属品は、必ずメーカー指定のものをご利用くださ
い。

12. カートやスタンド、三脚、ブラケット、テーブル等は、メーカー指定
のものか、この装置用に販売されているものを必ずご利用ください。
カートに装置を載せて動かす際は、つっかけて怪我をしないよう注意
してください。

13. 雷を伴う嵐の際、または長期間使用しない場合は、プラグをコンセン
トから抜いてください。

14. 整備の際は、資格のある整備担当者に必ずご相談ください。電源コー
ドやプラグの損傷、液体や異物が装置内に入り込んだ場合、装置が雨
や湿気に曝された場合、正常に作動しない場合、装置を落とした場合
など、装置が何らかの状態で損傷した場合は、整備が必要です。

15. 水滴や水しぶきに曝さないでください。液体の入った花瓶などを装置
の上に置かないでください。

16. MAINSプラグまたはアプライアンスカップラーが使用できる状態にし
ておいてください。

17. 装置の空気伝播音は70 dB（A）を超えません。
18. クラスI構造の装置は保護接地接続のある主電源の壁コンセントに接続
してください。

19. 火災や感電の危険を避けるため、本機器は雨や湿気のある場所にさら
さないでください。

20. 本製品の改造は試みないでください。けがや製品の故障の原因となる
可能性があります。

21. 本製品は指定された動作温度範囲内で使用してください。

       

警告：感電のおそれ

警告：危険のおそれ(注意書き参照)

直流
交流
オン (供給)

二重絶縁または強化絶縁により常に保護されている機器

スタンドバイ

機器は通常の廃棄物の流れにより廃棄されてはなりません。

   この装置内には、生命に危険な高電圧が存在します。内部には、ユーザー
が整備できる部品はありません。整備の際は、資格のある整備担当者に必
ずご相談ください。使用電圧の工場出荷時設定が変更された場合は、安全
保証は適用されません。

概要
GLX-DフリケンシーマネージャーはRF信号と直流電源をGLXD4R受信機に
分配します。ラックマウント対応のシステムとして、チャンネルカウント
を増やし、必要なアンテナとACアダプターの数を減らすことができます。
GLX-Dフリケンシーマネージャーに接続すると、GLXD4R受信機はスペク
トラムを効率良く運用できます。

特長
• 接続されたGLXD4R受信機のRFパフォーマンスを改善
• 効率の高い周波数管理によりチャンネルカウントを増加
• RF信号と電源を6台の受信機に分配
• カスケードポートに2台目のフリケンシーマネージャーを接続すること
で最大11台の受信機に対応

• アンテナと電源供給を統合することでセットアップのシンプル化
• 標準19インチ機器ラックにマウント
• リモートアンテナ設置に対応
• オール金属製シャーシ
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同梱物 • ラックマウント金具
• ACアダプター
• (6) ネジロック付DC電源ケーブル
• (2) リバースSMA ケーブル

オプション及び交換パーツ
PA805Z2-RSMA受動方向性アンテナ2.4GHz

UA505-RSMAPA805-RSMAとUA8-2.4GHZ用ウォールマウント

UA8-2.4GHZ1/2ウェーブアンテナ、45度（2.4GHz）

UA802-RSMA0.6m（2フィート）逆SMAケーブル

UA806-RSMA1.8 m（6フィート）逆SMAケーブル

UA825-RSMA7.6 m（25フィート）逆SMAケーブル

UA850-RSMA15.2 m（50フィート）逆SMAケーブル

UA8100-RSMA30.4 m（100フィート）逆SMAケーブル

PS60ACアダプター

95A32436逆SMAバルクヘッドアダプター

95W8631ナット

95X8631ワッシャ

フロントパネルおよびリアパネル

①アンテナAコネクター
アンテナを搭載し、リアパネル上でアンテナA入力に接続します。

②電源LED
ユニットがオンになると灯りがつきます。

③電源スイッチ
システムの電源をオン/オフします。

④アンテナBコネクター
アンテナを搭載し、リアパネル上でアンテナB入力に接続します。

⑤電源入力
付属の外部電源に接続します。

⑥電源出力
入力電源受信機に接続します。

⑦ファームウェア・アップデート (USB)
ファームウエアのアップデートをダウンロードするためにコンピューターに接続します。
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⑧ RF入力端子、アンテナB
アンテナ接続のために逆SMAケーブルを使います。

⑨カスケードRF B コネクター
セカンド周波数マネージャーのアンテナ入力に接続するか、第6番受信機に接続します。
  セカンド周波数マネージャーに接続するためにその他のRF出力を使わないでください。

⑩ RF B コネクター
受信機のアンテナB入力に接続してください。

⑪ RF A コネクター
受信機のアンテナA入力に接続してください。

⑫カスケード RF A コネクター
セカンド周波数マネージャーのアンテナ入力に接続するか、第6番受信機に接続します。
  セカンド周波数マネージャーに接続するためにその他のRF出力を使わないでください。

⑬ RF入力端子、アンテナA
アンテナ接続のために逆SMAケーブルを使います。

ハードウェアの接続
1. アンテナはそれぞれフリケンシーマネージャーのリアパネルにあるantenna Aとantenna B入力に接続します。
2. ラックマウントする場合、同梱のラックマウント金具を用いて図のように設置します。
3. 電源をコンセントとフリケンシーマネージャーのpower inに接続します。
4. フリケンシーマネージャーのpower outと受信機のpower入力をDCパワーケーブルで接続し、各受信機に電源を供給します。
5. リバースSMAケーブルを使って、フリケンシーマネージャーのRF AおよびRF Bポートを各受信機のantenna Aとantenna B入力に接続します。

  リモートアンテナ設置を行うときは、リモートアンテナ設置の項を参照してください。
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UA846Z2

GLX-D FREQUENCY MANAGER

15 V DC電源ケーブル
リバースSMAケーブル

周波数グループの選択
GLX-Dフリケンシーマネージャーは、全ての受信機で共用される周波数のグループを作成し、各受信機に周波数を自動的に割り当てます。干渉が生じた場合
には、フリケンシーマネージャーが音声ドロップアウトを生じさせることなく新しい周波数を割り当てます。

フリケンシーマネージャーを使わずに複数のGLXD4R受信機をセットアップすると1台の受信機がベスト周波数を全て使ってしまうという問題が生じる可能
性がありますが、この問題を全ての受信機でグループの周波数を共用することで回避しています。多くの周波数を持つグループを共用することで、受信機の
RF信頼性も改善されます。
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1. powerボタンを押してフリケンシーマネージャーの電源をオンにします。
2. 受信機のpowerボタンを押します。周波数をサーチしている間、白いデータ同期LEDが点滅します。
3. groupボタンを2秒間押して全ての受信機でグループを選択します。

注記レイテンシーチャンネル数 (受信機の
台数)グループ

4 ms6 標準、9 最大A

干渉が生じた場合の最良のグループ。7.3 ms9   、11   B

送信機と受信機のリンク
    一度に1対のみの送信機と受信機のスイッチを入れてリンクし、送信機が
間違った受信機とリンクしてしまうことを防止します。

1. 1台目の受信機を使ってグループを選択した後、1台目の送信機をオン
にします。送信機と受信機がリンクを形成する間、受信機の青色のrf
LEDが点滅します。リンクが完了すると、rf LED が青く点灯します。

2. 2台目の送信機をオンにして、その他の受信機/送信機のペアに手順を繰
り返してリンクを完成します。

2台目のGLX-Dフリケンシーマネージャーの接続
7台以上の受信機を使うときは、     Aと     Bポートを使って2台のGLX-Dフリケンシーマネージャーを接続します。フリケンシーマネージャーをカスケード
接続すれば、同時に最大で11台の受信機を運用できます。

1. リバースSMAケーブルを使って、1台目のフリケンシーマネージャーの     Aと     Bポートを、2台目のフリケンシーマネージャーの    Aと    Bポートに接
続します。

2. 受信機を図に従って接続します。A2とB2のポートを使って2台目の受信機に接続し、A3とB3のポートを使って3台目の受信機に接続します。2台目のフ
リケンシーマネージャーの     Aと     Bポートは6台目の受信機に接続します。

  フリケンシーマネージャーにはパッシブアンテナスプリッターは使用できません。フリケンシーマネージャーの機能が動作しなくなります。
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A1B1

B2

B3
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A2

A3
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B6 A6
15 V DC電源ケーブル
リバースSMAケーブル

遠隔操作アンテナの設置
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アンテナを遠隔操作でマウントするときは、これらのガイドラインに従っ
てください：

• 送信機とアンテナの間の距離を縮めてください。
• パフォーマンスを改善するためにはアンテナを互いにより遠くにマウ
ントしてください。

• 送信機までの見通し線上に障害物（視聴者を含む）がないように、ア
ンテナを配置します。

• アンテナを金属物質や他の全てのアンテナから遠ざけてください。

• 電波周波数シグナルが弱くなることを避けるために低損失逆SMAケー
ブルのみを使ってください。
⁃ ケーブルの仕様書を見て目標のケーブルランのための信号損失を計
算してください。

• 信号信頼性を増大させるために、アンテナから受信機まで一続きの長
さのケーブルを用いてください。

• スピーチやコンサートなどでワイヤレスシステムを使用する前に、必
ず「会場内を歩いて回る」テストを行って動作範囲を確認してくださ
い。アンテナの配置をさまざまに変えてみることにより、最適な場所
を見つけます。必要な場合は、「問題の発生する場所」にマークを付
け、講師や演奏者にその場所を避けるよう伝えます。

受信機のチャンネルディスプレイ
フリケンシーマネージャーに接続すると、各受信機のチャンネルフィール
ドに固有の識別子が表示されます。この識別子は、フリケンシーマネー
ジャーで別の一連のポートにプラグを差し込むまで変更されません。この
チャンネルを使って、ヘルプラベル送信機を表示したり、フリケンシーマ
ネージャーでプラグを差し込んだ場所を識別します。

受信機のチャンネル
ディスプレイ

フリケンシーマネー
ジャーのポート番号フリケンシーマネージャー

11

フリケンシーマネージャー#1

22

33

44

55

6*6 (カスケード)*

61

フリケンシーマネージャー#2

72

83

94

A5

B6 (カスケード)

*2台のフリケンシーマネージャーを使用している場合、このカスケードポー
トには2台目のフリケンシーマネージャーが接続されているので、受信機の
チャンネル表示はありません。

GLXD4とGLXD6受信機
GLXD4とGLXD6受信機はGLX-Dフリケンシーマネージャーに接続     。

フリケンシーマネージャーに加えてGLXD4かGLXD6受信機を使う場合に
は、まず初めにGLXD4/GLXD6受信機をセットアップします。その後フリ
ケンシーマネージャーの電源スイッチを入れフリケンシーマネージャーを
セットアップします。

  フリケンシーマネージャーとGLXD4/GLXD6受信機を併用すると、各グ
ループで操作できる最大チャンネル数に影響が出ます。

仕様
UA846Z2

使用電源
15V DC

DC出力
15V DC (x6)

出力電流
全DC出力合計

3.8 A, 最大

動作温度範囲
−18°C ～ 63°C

寸法
45 x 483 x 192 mm (1.8 x 19 x 7.6 インチ) 高さ×幅×奥行き
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質量
1.63 kg (3.6 lb)

RF Input

コネクターの種
リバースSMA

RF周波数範囲
2400 ～ 2483.5 MHz

受信機ポート絶縁
35dB, 標準

インピーダンス
50 Ω

最大アンテナ入力
-10 dBm

最大受信機ポート入力
+15 dBm

RF Output

RF周波数範囲
2400 ～ 2483.5 MHz

出力インターセプトポイント（OIP3）
48 dBm, 標準

コネクターの種
リバースSMA

インピーダンス
50 Ω

逆隔離
出力から入力

35dB, 標準

ゲイン
任意の出力ポートに入力

−3 ～ 0dB

認証
本装置はFCC規制第15部に準拠しています。操作は次の2つの条件の対象
となります:（1）装置は有害な干渉を起こさない可能性がある、（2）装置
は、望まない操作を起こす干渉を含む、あらゆる受信干渉を受け入れなけ
ればならない。

次の欧州指令の必須要件を満たします：

• R&TTE 指示 2014/53/EU

• WEEE指令2002/96/EC（2008/34/EC改正）
• RoHS指令2011/65/EC

 :電池および電気製品の廃棄については地域のリサイクル方法に従って
ください

      ICES-003            CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

このデバイスは、カナダ産業省ライセンス免除RSS基準に適合しています。
本装置の操作は次の2つの条件の対象となります：(1) 装置は干渉を起こし
てはならない、(2)装置は、望まない操作を起こす干渉を含め、あらゆる干
渉を受け入れなければならない。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE適合宣言書はShure社またはShure社の欧州担当部より入手することが
できます。問い合わせ先についてはvisit www.shure.comを参照してくださ
い

CE適合宣言書は以下より入手可能です：www.shure.com/europe/compliance

ヨーロッパ認定代理店：
Shure Europe GmbH
ヨーロッパ、中東、アフリカ地域本部：
部門：EMEA承認
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
TEL：+49-7262-92 49 0
FAX：+49-7262-92 49 11 4
Eメール：info@shure.de

特許について
アメリカ合衆国特許番号 9,019,885.
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