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ADX5D   
ポータブル受信機

ADX5D ポータブルスロットイン受信機
AXT  Digital ADX5Dは、デュアルチャンネルのポータブル・デジタル・ワイヤレス受信機です。

機能
最大184 MHzのワイドなチューニングレンジ（地域により異なります）

高度に進化したデジタル変調スキームにより、限られた帯域でも高いスペクトル効率を実現

各チャンネルごとに搭載されたトゥルー・デジタル・ダイバーシティ受信システムは、カバーエリアの拡大とドロップアウトを抑

止

低レイテンシー（スタンダードモード、約2ms）

Wireless WorkbenchソフトウェアおよびShurePlus  Channelsアプリとのネットワーク接続によるコントロール

ShowLink ダイレクトモードにより、別機器を追加することなくAXT  Digital送信機のリモートコントロールが可能*
Aux 3.5 mmオーディオ出力は、ヘッドホンモニタリングまたはラインレベル（バランス）出力へ切替え可能

3つのバックプレートオプションによる様々なアプリケーションへの対応とコネクタータイプのサポート

* 「国別の機能規制」を参照してください。

®

™

® ®
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オプションのアクセサリー

① ADX5BP-TA3
スタンドアロンバックプレート

② ADX5BP-DB15
DB15バックプレートとスペーサープレート

③ ADX5BP-DB25
DB25バックプレートとスペーサープレート

④ ADX5BS-L
Lタイプバッテリースレッドアタッチメント

⑤ ADX5BS-AA
単三電池スレッドアタッチメント

⑥ ADX5-MOUNT
コールドシュー付き取り付けプレート
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⑦ M3ネジ（x2）

マウントプレートへのコールドシュー取り付け用

⑧ ¼-20ネジ（x2）およびM2.5ネジ（x2）

サードバーティ製マウントへのマウントプレート取り付け用
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各部の名称

① アンテナA/アンテナB入力、SMA端子

アンテナAとアンテナBのRF接続用

② 受信機取り付けネジ (M2.5x0.45)
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◦
◦
◦

◦
◦
◦

受信機を他のハードウェアに取り付けるための脱落防止ネジ

③ ShowLink アンテナ、SMA端子

ShowLinkネットワークのRF接続用

注：「国別の機能規制」を参照してください。

④「Exit」（X）ボタン

押すと前のメニュー画面に戻ります。ユニットの電源をオン/オフにするには長押しします。

⑤「Enter」（O）ボタン

メニュー画面に入り、メニューで変更を決定する場合に押します。

⑥ コントロールボタン

パラメーターメニューの操作と設定の変更に使用します。

⑦ 電源LED

緑 = ユニットの電源がオン

赤色 = ユニットの電源がオフ

オフ = ユニットが有効な電源に接続されていません

⑧ 音声レベルLED
赤、黄、緑のLEDでアベレージとピーク音声レベルを示します。より詳細を表示するには、ディスプレイ内のオーディオモニ

ターを使用してください。

⑨ アンテナステータスLED
A/Bアンテナステータスを示します：

青色 = 受信機と送信機間のRF信号は正常

赤色 = 干渉を検出

消灯 = 受信機と送信機間にRF接続なし

注：青色LEDが少なくとも１つは点灯していないと、受信機は音声を出力しません。

⑩ チャンネルクオリティLED
RF信号のS/N比を表示します。RF信号レベルが強くノイズが少ない場合、5つのLEDすべてが点灯します。チャンネルクオリ

ティのレベル低下を監視することで、潜在的なRF信号のS/N比低下を早期に把握でき、クリアな周波数に切り替えることがで

きます。

⑪ 赤外線（IR）同期LED
送信機とのIR同期時、それぞれのIRポート位置が正しく向き合っていることを示します。

⑫ 赤外線（IR）ポート

IR同期時は、送信機のIRポートと正しく向き合わせます。

⑬ 周辺光センサー

明るさを自動的に検知します。

®
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⑭ ディスプレイ

メニュー画面と設定を表示します。コントロールボタンのどちらかを押すとディスプレイが起動します。

⑮ USB-Cポート

ファームウェアのアップデートを行うためにコンピューターに接続します。

注：デバイスはUSBによる電源供給で使用することはできません。

⑯ 3.5 mm音声出力ポート

音声メニューから構成の切り替えが可能な音声出力

⑰ バックプレートのネジ穴

交換可能なバックプレートを固定するための雌ネジの穴

⑱ リアパネルコネクター

互換性を持つバックプレートと接続して電源とデータを転送します。
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ハードウェアのセットアップ

アンテナの取り付け
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リアパネルキット
スロットインタイプ受信機の主な利点は、カメラへのスロットインによる搭載やマルチピンコネクタとのダイレクトな接続、また

バッテリー分配システム（BDS）やバッテリースレッドにより電源を供給するスタンドアロンでの運用など、複数のアプリケー

ションに対応できることです。リアパネルは、電源供給や音声出力およびデータ伝送をマルチピンタイプとのコネクタ接続により

管理します。またスペーサープレートは、カメラ、SuperSlot 、UniSlot 方式、およびミキサーバッグ用プレートへの取り付けを容

易にします。これらの各デバイスにはスロットイン受信機本体とは異なる外形寸法とクリアランスがあるためです。

バックプレートの取り付け
脱落防止プラスネジをADX5D受信機の背面にあるネジ穴に合わせて、バックプレートを所定の位置にスライドさせて固定します。

ネジを締めてしっかりと固定し接続してください。

ヒント：バックプレートは一方向にのみ接続できます。無理に所定の位置に合わせ込もうとしないでください。

TA3バックプレート
ADX5DのTA3バックプレートは、外部からの電源供給と受信機の音声出力、また互換性を持つバッテリースレッドとのインター

フェースとして対応できるように設計されています。パネルには、バッテリースレッド接続用の4ピンコネクター、2つのTA3（ミニ

XLR3ピン）音声出力コネクター、Hiroseロック機構付き4ピン電源入力コネクター、本体リアパネルへの取り付け/取り外しが可

能な脱落防止プラスネジが含まれます。

出力1は、デバイスメニューからアナログ出力またはAES3出力に設定できます。アナログ出力2はAES3出力が選択されているとき

は無効です。

受信機をスタンドアロンバックプレートで使用する場合は、外部デバイスと接続する必要がないためスペーサープレートは不要で

す。

™ ®
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コネクターの仕様（左から）：バッテリースレッド接続用4ピンコネクター（電源入力）、TA3（ミニXLR3ピン）音声出

力コネクター 出力1/2、Hiroseロック機構付き 4ピン電源入力コネクター

ACアダプターの接続
互換性を持つDC6-18Vに対応する ACアダプターを電源入力に接続します。複数の電源が接続されている場合、Hiroseコネクター

から電力を引き出し、電池スレッドはバックアップとして機能します。これにより、電源による作動とバッテリーによる作動を

シームレスに切り替えることができます。

注意：ACアダプターを接続する前に、必ずバックプレートを受信機に取り付けてください。

注：電源によって充電池が充電されることはありません。

電池スレッド
ADX5BS-LおよびADX5BS-AAバッテリースレッドは本体への電源供給に必要な4ピンコネクターを備えているため、ADX5BP-TA3
スタンドアロンリアパネルを取り付けたまま使用する必要があります。バッテリースレッドが脱落したり、外れたりしないようにス

レッド背面にある2本のネジと、フロントパネルにある2本のネジを使用して受信機に固定します。
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ADX5BS-L
ADX5Dは接続されたLタイプバッテリー1台で駆動します。バッテリーを2台装着した場合は運用を中断せずに1台のバッテリーを

交換できます。受信機のバッテリー持続時間は使用するバッテリータイプ、数量、電池容量や保管条件、運用環境などによっても

変わります。

バッテリー前面の接点端子とバッテリースレッドベイの端子が接続されて、ラッチが正しく動作するまでバッテリーを挿入しま

す。バッテリーを取り外すには、ラッチを押し下げてバッテリーを後ろに押し上げます。

ADX5BS-AA
ADX5Dは、単三電池6本で動作することができます。デバイスの電源を入れる前に、すべてのバッテリーを図の通りに極性を正し

く挿入し、適切に取り 付けられていることを確認します。バッテリーを外す際は必ずデバイスの電源をオフにしてください。
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単3電池動作時間

電池タイプ 動作時間

アルカリ乾電池 >1:30

ニッケル水素充電池 >4:00

リチウムイオン一次電池 >6:00

注：動作及び保管条件に応じて、電池寿命が増減する可能性があります。

DB15バックプレート
DB15バックプレートは、Sony製ビデオカメラなどのD-sub15ピンコネクターを備えたデバイスに使用できます。使用するオーディ

オチャンネルが1チャンネルのみの場合、フロントプレート底面に備えた3.5 mmコネクターを使用して、チャンネル1、チャンネル

2、チャンネル1+2ステレオ、またはチャンネル1+2サミングモノから音声出力が可能です。

注：「国別の機能規制」を参照してください。

ADX5D用DB15リアパネルキットには次のアクセサリーが含まれます。

DB15リアパネル、リアパネルの簡単な取り付け/取り外しが可能な脱落防止プラスネジ付き

DB15スペーサープレート
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外部ハードウェアへの接続
ADX5D受信機にバックプレートを取り付けて、D-Sub15ピンコネクタと互換性を持つビデオカメラに挿入します。適切にフィット

するように必要に応じて付属のスペーサープレートを取り付けます。

DB25バックプレート
DB25リアパネルには、音声、ビデオ、データ、および電源と接続するためのD-Sub25ピンコネクタが採用されています。このコネ

クタタイプは、SuperSlot /UniSlot に対応するデバイスなど、共通化された規格で複数のインターフェースパスが必要なデバイス

で使用されます。

注：「国別の機能規制」を参照してください。

ADX5D用DB25リアパネルキットには次のアクセサリーが含まれます。

DB25リアパネル、リアパネルの簡単な取り付け/取り外しが可能な脱落防止プラスネジ付き

DB25スペーサープレート

™ ®
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外部ハードウェアへの接続
ADX5D受信機にバックプレートを取り付けて、D-Sub25ピンコネクタと互換性を持つビデオカメラなど対応する機器に挿入しま

す。適切にフィットするように必要に応じて付属のスペーサープレートを取り付けます。
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1.
2.
3.
4.
5.

周波数スキャンによる周波数設定
最適な周波数を見つけるためにグループとチャンネルのスキャンを実行します。

グループおよびチャンネルとは
Shureワイヤレスシステムでは、運用する各チャンネルの電波干渉を最小限に抑えるために事前に設定されたグループとチャンネ

ルを本体にプリセットしています。チャンネルは個々の周波数を意味します。グループは、通常運用範囲での互換性を持つ各周波

数をグループ化したものです。

注：グループ内の周波数は本体が対応している周波数帯域によって異なるため、使用可能なグループが1つだけのシステムがいくつか存在します。各グループの周

波数の組み合わせは、それぞれ同じRFパフォーマンスを提供します。

重要：スキャンを開始する前に

セットアップしているワイヤレスシステムのすべての送信機の電源をオフにします。（スキャン時に不要な干渉を防止するためで

す）

電波干渉の原因となる可能性があるもの（他で運用しているワイヤレスシステムや無線装置、コンピューター、LED大型パネル、

エフェクトプロセッサーなど）の電源をオンにして、パフォーマンス中に想定される環境と同様になるように作動させます。スキャ

ン機能はそれらにより生成される干渉を検出して回避します。

グループスキャン
グループスキャンを実行して、最適な周波数グループを見つけます。使用可能な周波数は、受信機チャンネルおよびネットワーク

により接続されたコンポーネントに自動的に割り当てられます。

チャンネルメニューから > ［Group Scan］に移動します。

Oを押してグループをスキャンを実行します。

スキャンが完了すると、見つかった周波数の数をディスプレイに表示します。

Oを押して、ネットワーク上のコンポーネントに周波数を割り当てます。

送信機に周波数を割り当てるには、IR同期を行います。
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1.
2.
3.

◦
◦

4.
5.

•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

チャンネルスキャン
チャンネルスキャンを実行してグループ内の最適な周波数を検出します。

チャンネルメニューから > ［Channel Scan］に移動します。

矢印ボタンを押して、スキャンするグループを選択します。

次のオプションからいずれかを選択します：

Find Next: グループ内で次の使用可能なチャンネルを検索します

Find Best: RSSIに基づいた最良の使用可能な周波数を検索します

Oを押して、選択した周波数を確定します。

送信機に周波数を割り当てるには、IR同期を行います。

スペクトラムスキャン
受信機または接続されたコントロールソフトウェアから、潜在的な干渉源がないかRFスペクトラム全体のスキャンを行います。コ

ントロールボタンを使用して、スペクトラム全体にわたってカーソルを移動させ周波数とレベル情報を表示します。

Set Zoom：カーソルポイント上でズームインします。（最大16x）

Save：現在のスキャン結果を保存します。

Recall：最近保存したスキャン結果を復元します。

Rescan：新たなスキャンを実行します。

赤外線同期
赤外線同期を使用して送信機と受信機間の同期を行い音声チャンネルを形成します。

注：同期する送信機の周波数帯域は受信機の対応している周波数帯域と一致している必要があります。

送信機の電源をオンにします。

受信機のチャンネルメニューに移動します。

Syncを選択します。

受信機のIR同期LEDが赤く点灯するようにIRウィンドウを合わせます。完了すると、［Success］と表示されます。受信

機と送信機は同じ周波数に設定され同期されました。

注：
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暗号化機能を有効/無効にしたり、新たな暗号化キーを設定した際など受信機の暗号化ステータスを変更した場合には、更新した

設定を送信機と同期するため、再度赤外線同期を行う必要があります。

ホーム画面
ホーム画面には最も重要なデバイス/チャンネルプロパティ情報とステータスが表示されます。メインのホーム画面から、矢印ボタ

ンを使用してチャンネルのホーム画面に移動します。メニュー選択画面を開くにはOを押し、ショートカットメニューに移動するに

はXを長押しします。

注：ホーム画面で表示されるデバイスやチャンネル情報を変更するには、［Device Configuration］ > ［Display］ > ［Dev Home Options］または［Ch 
Home Options］に移動します。

アイコン
アイコン ノート

時分単位またはバー表示による送信機の電地残量表示

暗号化が有効な場合に表示されます

コントロールがロックされているときに表示されます。コント

ロール（電源またはメニュー）がロック状態で操作しようとす

ると、アイコンが点滅します。

ShowLink 信号強度を0～5本のバーで表示します

スタンダード送信モードを示します

ハイデンシティ送信モードを示します

RF出力がミュート状態のときに表示されます

メニューと構成
受信機は2層のメニュー構成により、複合的な設定をサポートします。

デバイス構成メニュー：このメニューの項目は、受信機全体のパフォーマンスに影響し、全チャンネルに適用されます。

チャンネルメニュー：各チャンネル用のメニューで、個々のチャンネルの設定を行います。

注：受信機のメニュー構造が異なる場合、最新のファームウェアにアップデートしてください。

ショートカットメニュー
ショートカットメニューにアクセスするには、Xボタンを長押しします。矢印キーを使用してオプションを順に切り替え、Oを押し

て選択した内容を確認します。

ショートカット 機能

Power Off? 受信機の電源をオフにします。

®
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ショートカット 機能

Switch Channels

選択したパラメーターを変更せずにチャンネル間を素早く切り

替えます。

注：ショートカットメニューをチャンネルメニュー内から起動する場合にのみ

使用できます。

3.5mm Level 3.5 mm出力レベルを-60～12 dBまで1 dB刻みで調節します。

ホーム デバイスのホーム画面を開きます。

Menu Lock
ロック機能を使用して、コントロールおよび設定が誤って変更

されたり、不正に変更されないようにします。矢印ボタンを使

用してメニューのロックステータスを変更します。

Rx1同期 Rx1で赤外線同期を実施します。

Rx2同期
Rx2で赤外線同期を実施します。

注：FD-Cモードでは表示されません

デバイス構成メニュー
次のメニュー項目とパラメーター設定を使用して、デバイスレベルで受信機を構成します。次のホーム画面から、Oを押してメ

ニューオプションを参照します。

矢印を使用して設定するメニューを選択し、Oを押して選択したメニューを開きます。

メニュー内の値を編集するときは、変更を保存するにはOを押し、保存しないでキャンセルするにはXを押します。
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デバイス構成メニューマップ

パーティダイヤル
送信機のパーティダイヤルを自動的に設定します（該当する場合）。

アクティブなチャンネルを切り替えます。オーディオとバッテリー寿命を一目でモニタリングします。

3.5mm Cfg
3.5mm Level

ヘッドホンレベルを-60～12dBまで1 dBステップで調節します。

3.5 mmリミッター

リミッタースレッショルドを調節して、ヘッドホンアンプ（0～-30 dB）のオーバードライブを抑止します。

3.5 mm出力

出力モードを選択します。詳細については、「3.5 mm. 出力設定」を参照してください。

3.5 mm FD-Sオプション

FD-Sモードが有効な場合、ヘッドホンモニタリングポイントをFD-S選択の前か後にするかを選択します。

Display
Brightness

ディスプレイとLEDの明るさを調整します。デフォルト設定では、ADX5Dはアンビエントライトセンサーを使用して、使用環

境に基づいて明るさを自動でコントロールします。

注：明るさの設定を低くすると消費電力を抑えることができます。
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◦
◦

◦

Timeout

ディスプレイとフロントパネルの点灯をオフにするまでの時間を設定します。30秒／1分（デフォルト）／2分／3分／5分

LEDs

Always On（デフォルト）: すべてのLEDが常時機能します。

Always Off: アンテナステータス、オーディオ、チャンネルクオリティLEDがオフになります。電源ステータスと赤外線同期

LEDは継続して常時機能します。

Follow Display: アンテナステータス、オーディオ、チャンネルクオリティLEDはOLEDディスプレイのオン/オフ動作に従いま

す。電源ステータスと赤外線同期LEDは継続して常時機能します。

Dev Home Options

デバイスホーム画面を選択します。

Ch Home Options

チャンネルホーム画面を選択します。

Advanced
技術構成オプション

デバイスオーディオ

Audio Format

アナログ出力またはAES3オーディオフォーマットを選択します。

AES3 Rate

AES3出力のサンプルレートを構成します。

Device RF
RF Band

受信機のチューニングバンドを選択します。適切に操作するには、運用する送信機のバンドに一致させる必要があります。

Encryption（暗号化）

受信機はAdvanced Encryption Standard（AES-256）を採用しており、送信機と暗号化キーで同期されている特定の受信機

チャンネルでのみ音声データをモニタリングできるようになっています。メニューボタンを使用して、音声データを暗号化して

IR同期を実行し、暗号化を有効または無効にするかどうかを選択します。

注：暗号化キーアイコン（ ）は、暗号化が有効になっている場合に受信機と送信機の両方のディスプレイに表示されます。

Trans Mode

スタンダードモードまたはハイデンシティモードを設定します。各オプションの詳細については、「送信モード」を参照してくだ

さい。

Custom Groups

カスタム周波数グループを構成、編集、またはロード（ネットワーク上の他の受信機にコピーおよび分配）します。

TV Format
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◦
◦

◦
◦
◦

◦

◦

◦

TVチャンネルフォーマットを各地域の規格に合わせます。

Device ID
カスタム名またはIDを割り当てることにより、大規模なシステムで運用する場合の受信機の特定およびモニタリングに役立ちま

す。矢印ボタンを使用してIDを選択または編集します。

ShowLink
注：「国別の機能規制」を参照してください。

SL Mode

次のShowLink モードを選択します。

ダイレクトモード：最大16台の登録済みADXシリーズ送信機のパラメーターコントロールが可能です。

ネットワークモード：1台以上のAD610アクセスポイントを介して、Shureコントロールネットワークに接続します。

各ShowLink モードの詳細については、「ShowLink リモートコントロール
®

」を参照してください。

SL Current Channel

ShowLink モードがオンの場合、現在選択中のチャンネルを表示します。

SL Direct Config

ADX5DがShowLink ダイレクトモードで動作しているときに次の設定が適用されます。

SL Ch Selection: ShowLink チャンネル選択をオートマチックまたはマニュアルに選択します。

SL Ch (Manual): 任意のShowLink チャンネルをマニュアルで選択します。

SL Ch Mask (Auto): チャンネル選択をオートマチックに設定して、使用する各チャンネルを自動で選択または個別に回避しな

がら運用します。

SL Capacity: ShowLink ネットワークに接続されたデバイス数とネットワーク内で扱えるデバイスの総容量を表示します。

SL Network Config

ADX5DがShowLink ネットワークモードで動作している場合に次のメニューが適用されます。

SL Test (Rx): ADX5Dを運用エリアで移動させながら、ADX5Dとアクセスポイント間の ShowLink ステータスを参照して信号

強度をテストします。詳細については、「ShowLinkテスト」を参照してください。

SL Net ID (Client): ShowLink ネットワーククライアントIDを構成します。

Access Ctrl（アクセスコントロール）

アクセスコントロールのステータス（有効または無効）を表示します。有効になっている場合、このメニューからアクセスコント

ロールを無効にすることができます。Wireless Workbenchやその他のShureコントロールソフトウェアを使用してアクセスコント

ロールを有効にします。

アクセスコントロールが有効な場合、Wireless Workbench、ShurePlus Channelsなどの制御アプリケーションがデバイスをリ

モート管理するためのPINを供給します。供給されたアクセスコントロールPINはこのメニューで表示されます。最初のPINは

Wireless Workbenchによって構成されます。詳細情報についてはWireless Workbenchのヘルプメニューを参照してください。

Net Browse
ネットワーク上のShureデバイスをすべて表示するには、ネットワークブラウザユーティリティを使用します。

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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By Model

モデル名別にネットワークブラウザの結果を配置します。

By FW Version

ファームウェアのバージョン別にネットワークブラウザの結果を配置します。

HW Identify
ハードウェア識別メッセージをWireless Workbenchなどの制御アプリケーションに送信することで、アプリケーション上でデバイ

スを見つけ出すことができます。

Tx Fw Update
送信機をIRウィンドウに正しく向かい合わせにして、送信機ファームウェアのアップデートを選択します。

3rd Party Control
サードパーティコントロールサポートをオンまたはオフにします。変更を適用するには再起動します。

* 「国別の機能規制」を参照してください。

About
受信機のバージョン情報詳細を表示します。

Factory Reset
すべての受信機パラメーターを工場出荷時設定にリセットします。

リセット中に現在設定しているすべての情報がクリアされ、受信機が再起動します。

User Presets
プリセット機能は、すべての受信機設定を保存して、複数の設定を構成したり異なる設定に素早く切り替えることができます。最

大4つのプリセットを受信機メモリーに保存可能です。コントロールボタンを使用して、プリセットの管理とロードを行います。

Restore Preset: 既存のプリセットをロードします。

Save Preset: 現在の設定をプリセットとして保存します。

Delete Preset: プリセットを削除します。

Menu Lock
ロック機能を使用して、コントロールおよび設定が誤って変更されたり、不正に変更されないようにします。矢印ボタンを使用し

てメニューのロックステータスを変更します。

Power Status
電圧、接続されている電源、受信機のアクティブな電源を確認します。

チャンネルメニュー
次のメニュー項目とパラメーター設定を使用して、受信機チャンネルを構成します。次のホーム画面のいずれかから、Oを押して

対応するチャンネルのオプションを表示します。
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矢印を使用して設定するメニューを選択し、Oを押して選択したメニューを開きます。

メニュー内の値を編集するときは、変更を保存するにはOを押し、保存しないでキャンセルするにはXを押します。

チャンネルメニューマップ

New Freq
スペクトラムマネージャーを周波数サーバーとして使用するときに、Oを押して新しい周波数を割り当てます。

注：このメニューオプションは、受信機にネットワーク接続されたスペクトラムマネージャーが割り当てられていない場合は表示されません。

Radio
グループ、チャンネル、および周波数を設定します。

Channel Scan
選択されたグループ内から使用可能なチャンネルを見つけます：

Find Next: 次の最も近い使用可能なチャンネルを選択します

Find Best: 最良のRFノイズフロアを持つチャンネルを選択します

Group Scan
選択したグループをスキャンして使用可能なすべてのチャンネルを見つけます。



Shure Incorporated

26/49

•
•

Channel Name
各チャンネルに固有の名前またはIDを割り当てることにより、大規模なシステムで運用する際の識別および整理に役立ちます。矢

印キーを使用してチャンネル名を割り当てまたは編集します。

Sync
送信機を受信機チャンネルに同期させます。また、IR同期の進行状況、同期が成功したかどうか、失敗した場合の役立つヒントな

ど、IR同期プロセスに関する情報も表示されます。

Advanced
技術構成オプション

Spectrum Scan
スキャンを実行するか、以前に保存したスキャンが利用可能な場合はそれを呼び出すかを選択します。

RF Level
各チャンネルのRF信号レベルの詳細情報を表示します。

Interference Mgmt（干渉管理）

各チャンネルの干渉検出設定を選択します。各設定の詳細については、「干渉検出」を参照してください。

Frequency Diversity（周波数ダイバーシティ）

周波数ダイバーシティ機能をハンドヘルドまたはボディパック型送信機用に構成します。次の機能から選択します。

Combining: 1本のADX2FDハンドヘルド型送信機に使用します

Selection: 1対のAD1またはADX1ボディパック型送信機に使用します

これらの設定の詳細については、「周波数ダイバーシティ」を参照してください。

IR Presets
IRプリセットを構成すると、IR同期時に受信機からすべての送信機パラメーターを自動的に設定できます。矢印ボタンを使用し

て、プリセットリストから送信機パラメーターを選択して編集します。No Changeを選択すると既存の設定を保持します。

FD-S Advanced
FD-S Advancedオプション詳細を表示して調整します。詳細については、「 FD-Sのアドバンスト設定」を参照してください。

Talk Switch
送信機からトークスイッチ機能を制御するための、受信機の出力信号ルーティングオプションを設定します。AXT  Digital送信機

でトークスイッチを使用する方法の詳細については、トークスイッチのユーザーガイドを参照してください。

Standby
使用していないときは、このチャンネルをスタンバイにして消費電力を抑えます。

®
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◦

◦

Tx Details
受信している送信機の仕様と情報詳細を表示します。

Tx Slots
送信機のプロパティを表示および構成します。Oを押してスロットを選択し、選択したスロットへのアクションを表示します。送

信機スロットの詳細については、「送信機スロットへの送信機の割り当て」を参照してください。

はShowLink リモートコントロールが可能な状態であることを示します

 ShowLink ステータスを示します（ShowLink 対応送信機のみ）

 はRFステータスを示しますアイコンが表示されている場合、RF出力がオンです（ShowLink 対応送信機のみ）

（ShowLink 対応送信機のみ）

Sync

選択したスロットに送信機を割り当てます。

Unlink

選択したスロットから送信機の割り当てを解除します。　

Flash（ShowLink 対応送信機のみ）

受信機とリンクされている送信機のディスプレイがフラッシュします。

Activate（ShowLink 対応送信機のみ）

Oを押して他のすべてのスロットにRFミュートを送信します。

SL Test

Oを押して、送信機のShowLink ステータスを確認してカバーエリアをテストします。詳細については、「ShowLink テスト
®

」を

参照してください。

音声
Gain/Mute

ゲインおよび音声出力は、各チャンネル毎にリアルタイムで個別にコントロールできます。

Gain: 適切な音声入力信号レベルを使用してサウンドチェックを行いながら、1 dBステップでゲインを調整し、オーディオメー

ターLEDを監視します。赤いLEDが繰り返し点灯する場合は、ゲインを下げます。

Output: 受信機の音声出力をオンまたはミュートにします。

Tone Generator（トーンジェネレーター）

テストとトラブルシューティングのための連続的な音声信号トーンを提供します。矢印ボタンを使用して、トーンのレベルと

周波数を選択します。レベルをオフに設定するとトーンジェネレーターを停止します。

ShowLink リモートコントロール
ShowLink リモートコントロールは、ワイヤレスネットワーク接続を使用して、選択したポータブルAXT デバイスのリアルタイム

なリモートコントロール、パラメーターの調整を可能にします。出演者が、パフォーマンスの最中であろうと、ステージ袖でキュー

®

® ®

®

®

®

®

®

®

® ®
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を待っているときでも、ShowLink リモートコントロールによりパフォーマンスを妨げることなく送信機の重要な設定を変更する

ことができます。

注：「国別の機能規制」を参照してください。

ADX5D ShowLink モード
ShowLink モードを変更するには、［Device Configuration］ > メニューから ［ShowLink］ > ［SL Mode］に移動します。

ADX5D ShowLink モード：

Direct（デフォルト）

Network
Off

ShowLink モード：使用ケース

モード 運用目的 必要な機器 想定される使用ケース例

ダイレクトモード

1台のADX5Dと数台の送信機

間のコントロール接続を確立

する

ADX5D
ShowLink 機能が有効な送信

機

数台のADX送信機による小

規模なセットアップであり、

Wireless Workbenchを使用

したり大規模なネットワーク

に接続したりする必要はない

が、送信機リモートコント

ロールは実行したい

ネットワークモード

ADX5Dを既存ネットワーク

に接続して、受信機とリンク

されたデバイスを管理ソフト

ウェア（Wireless 
Workbenchなど）でコント

ロールし、リンクされたデバ

イスの管理と周波数コーディ

ネーションを実行する

ADX5D
AD610 ShowLink アクセスポ

イント

ケースにより、他のAD送信

機や受信機

ワイヤレス機材やその他の機

材用カートやラック、コント

ロールソフトウェアを実行す

るコンピューターやタブレッ

トが混在する比較的複雑な構

成でのフィールド運用や撮影

現場など

オフモード

Wireless Workbenchまたは

大規模なネットワークに接続

する必要はなく、不要な電力

を消費する機能をオフにする

ことによってバッテリー寿命

を延ばしたり、2.4 GHzスペ

クトラムの運用を回避する

ADX5D

ShowLink 機能を持たない送

信機を運用する。また音声は

送信するが、大規模ネット

ワークに接続したり送信機パ

ラメーターのリモートコント

ロールは使用しない

ダイレクトモード
ADX5Dをダイレクトモードで運用すると、大規模なシステムやコントロールソフトウェアには接続せずに、登録したADX送信機の

パラメーターをリモートでコントロールできます。ダイレクトモードでは、1台のADX5D  受信機からAXT  Digital ADXシリーズ送

信機を最大16台（各チャンネルスロットには最大8台登録）のリモートコントロールが可能です。

注：ADX5Dのダイレクトモードでは、制御アプリケーション（Wireless WorkbenchまたはShurePlus Channelsなど）や送信機以外のデバイス（AXT デジタル受

信機やAD610アクセスポイント）には接続されません。

オートマチックまたはマニュアルモードによるShowLink チャンネル選択
デバイスがダイレクトモードの場合、ShowLink 機能は2.4 GHzスペクトラムをスキャンし、運用に最適なチャンネルを選択しま

す。デバイスは次の起動時までこのチャンネルを使用します。任意のShowLink チャンネルを指定して特定のチャンネルを使用し

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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て運用するには、次のメニューから設定を行います。［Device Configuration］ > ［ShowLink］ > ［SL Direct Config］

> ［SL Ch Selection］［Manual］を選択

ShowLink チャンネルマスク

オートマチックモードを使用してチャンネルを選択している場合は、ShowLink チャンネルマスクを設定して使用または回避する

チャンネルを指定できます。［Device Configuration］ > ［ShowLink］ > ［SL Direct Config］ > ［SL Ch Mask 
(Auto)］に移動して、各ShowLink チャンネルに対して［使用］または［回避］を指定します。

ネットワークモード
ネットワークモードを使用すれば、ADX5Dを既存のShureネットワークに接続し、Wireless Workbenchなどのコントロールソフト

ウェアと連携した干渉管理や周波数コーディネーションなどAXT  Digital受信機に搭載された全機能を活用できます。ネットワー

クモードでは、ShowLink 機能の通信はAD610アクセスポイント経由でルーティングされます。これにより、デバイス容量と

ShowLink のカバーエリアを拡張し、大規模なシステムへの対応を可能にします。

注：ADX5DはAD610 ShowLink アクセスポイントと互換性を持ちます。

AD610のセットアップとネットワークホストIDの選択
ネットワークモードでADX5Dを使用するには、AD610 ShowLink アクセスポイントをネットワークに接続して、ネットワークホス

トIDを設定する必要があります。この設定により、AD610と一致するクライアントIDを使用してADX5Dにアクセスできるようにし

ます。AXT  Digitalデバイスは1台のAD610で最大24台のコントロールが可能です。

注：ADX5Dをネットワークに接続する前に、AD610を最新のファームウェアにアップデートして、最新バージョンのWireless Workbenchをダウンロードしてくだ

さい。

次の手順にしたがって、AD610 ShowLink アクセスポイントをセットアップし、ネットワークホストIDを選択します。

パワーオーバーイーサネット（PoE）クラス1対応ポートを使用してAD610をネットワークに接続します。

Wireless Workbenchのデバイス上で右クリックしてデバイスプロパティを開きます。

ShowLink ネットワークホストID（設定例 A.B.C.Dなど）を設定します。

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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ADX5Dのゲートウェイとして動作するネットワーク内の別のAD610に対してもこの手順を繰り返します。

ADX5Dネットワークモードの有効化とクライアントIDの設定
ネットワークモードに設定されたADX5Dは、AD610で設定したホストIDと一致するクライアントIDを介してネットワークに加わり

ます。ネットワーク上にAD610を配置してネットワークホストIDを設定したら、ADX5Dをネットワークモードに設定し、クライア

ントIDをAD610のホストIDと一致するように設定します。

注：Wireless Workbenchでこのデバイスをコントロールするためにネットワークモードに設定する必要があります。

ネットワークモードを有効化してクライアントIDを設定するには：

ADX5Dデバイス構成メニューで、［ShowLink］ > ［SL Mode］に移動して、ネットワークモードを選択します。

AD610と一致するクライアントID（設定例 A.B.C.Dなど）を選択します。

ADX5Dが再起動して、新しい設定が適用されます。

ADX5Dが既にネットワークモードで動作している場合、［Device Cfg］  > ［ShowLink］ > ［SL Network Cfg］ > ［SL Net 
ID (Client)］に移動して、AD610と一致するクライアントIDを選択します。ADX5Dが再起動して、新しい設定が適用されま

す。

ShowLink テスト
ShowLink テストを実行して、 リンクされたデバイス間のShowLink カバーエリアをチェックします。ShowLink テストをアクティ

ブにすると、リンク品質を示す5本のバーがディスプレイに表示されます。デバイスが移動して離れ、品質が低下するとバーの本数

が減ります。ShowLink コントロールはバーが1本表示されている限り、デバイス間通信は維持されます。

デバイスが有効カバーエリアを超えると、ShowLink コントロールは無効になります。ただし、オーディオ信号は受信機と送信機

がRF信号のカバーエリア内であれば、影響を受けたり音声の途切れが発生することはありません。

カバーエリアを向上させるには、デバイス間の配置を調整したり、追加のアクセスポイントを設置してカバーエリアを拡張しま

す。

ヒント：ShowLink テストでは、各ポイントでOを押してWireless Workbench上にマーカーをドロップして記録することができま

す。

リンクされた送信機のカバーエリアテスト

［Tx Slots］メニューからShowLink テストを実行して、リンクされた送信機のShowLink カバーエリアのステータスをプロットし

ます。デバイスがダイレクトモードの場合、この機能は送信機とADX5D間のカバーエリアをテストします。デバイスがネットワー

クモードの場合は、送信機と関連付けされたAD610間のカバーエリアをテストします。

チャンネルメニューに移動して、［Tx Slots］  > ［SL Test］を選択します。

運用を想定している場所に機器を配置します。

受信機のOボタンを押してテストを開始します。

送信機を持ってカバーエリア周辺を歩き回ります。表示されるバーの本数とShowLink アイコンのステータスをモニタリン

グします。カバーエリアの境界は0本のバーを表示するか、ShowLink アイコンが空になることで示されます。

Xを押して、ShowLink テストを終了します。

AD610とADX5D受信機間のカバーエリアテスト（ネットワークモードのみ）

ネットワークモード設定時、ADX5DとAD610アクセスポイント間のShowLink カバーエリアをテストするには：

［Device Configuration］メニューから、［SL Test］を選択します。

運用を想定している場所にAD610を配置します。

受信機のOボタンを押してテストを開始します。

®

® ® ®

®

®

®

® ®

®

®

®

®
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受信機を持ってカバーエリア周辺を歩き回ります。表示されるバーの本数とShowLink アイコンのステータスをモニタリン

グします。カバーエリアの境界は0本のバーを表示するか、ShowLink アイコンが空になることで示されます。

Xを押して、ShowLink テストを終了します。

送信機スロットへの送信機の割り当て
各受信機チャンネルは、互換性を持つRF信号を受信し適正に制御するための8つの送信機スロットを持ちます。送信機は、各チャ

ンネルの送信機スロットに同期して割り当て、受信機に「登録」を行います。

RF干渉に対する保護を強化するため、受信機は未登録の送信機からの信号に対してアラートを表示、あるいはブロックします。

受信機チャンネルに送信機を割り当てるには：

［Channel］メニューから、［Tx Slots］に移動します。

矢印ボタンを使用してスクロールし、空いている送信機スロットを選択します。スロットが空いていない場合は、IR同期に

より既存の登録済み送信機に上書きします。

矢印ボタンを使用して［Sync］を選択し、Oを押します。

同期が完了すると、送信機がスロットに割り当てられます。送信機はリンクが解除されるまで、スロットへの割り当てが保持され

ます。スロットから送信機のリンクを解除するには、矢印ボタンを使用して解除したいスロットを選択します。矢印ボタンを使用

して［Unlink］を選択し、Oを押します。

パーティダイヤル
パーティダイヤルは、アクティブな送信機を1つのメニューからすばやく切り替えるために使用します。パーティダイヤルでは、2つ

の送信機をいつでも有効にすることができ、変更を確認せずにチャンネルIDを切り替えることができます。

パーティダイヤルでは、利用可能な周波数が単一グループに制限されます。パーティダイヤルを開始する前に、送信機のグループ

を選択する必要があります。グループスキャンを実施する、またはカスタムグループを作成することで、各送信機の周波数を定義

できます。

パーティダイヤルを開くには、［デバイス構成］ > ［パーティダイヤル］に移動します。パーティダイヤルを開始すると、受信機

は次のように設定されますので、注意してください。

暗号化がオフ

周波数ダイバーシティがオフ

未登録送信機に対するアクションが許可

すべての送信機スロットのリンクが解除

パーティダイヤルを終了しても、これらの変更はそのまま変わりません。

パーティダイヤルの操作
各デバイスチャンネルは、一度に1つの送信機からオーディオを受信できます。選択したチャンネルIDを変更するには、矢印キーを

押します。変更は直ちに適用され、その後デバイス情報がすぐに入力されます。Enterを押すと受信機チャンネル1と受信機チャン

ネル2が切り替わります。

®

®

®
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① 受信機チャンネルインジケーター

1または2。Enterを押して他のチャンネルに切り替え

② 選択した送信機のデバイスID
接続デバイスそれぞれをすばやく識別

③ グループID
パーティダイヤル以外に設定すること

④ チャンネルID
矢印キーを使用してチャンネルIDを切り替え

⑤ 電池残り時間

選択した送信機に関する

⑥ オーディオメーター

より詳細を表示するには、ディスプレイ内のオーディオモニターを使用してください。

カスタムグループ
パーティダイヤルでは、選択したグループ内のすべてのRFチャンネル間をすばやく移動できます。このグループを特定のチャンネ

ルIDのセットに限定するには、送信機の周波数を事前に選択して、その周波数をカスタムグループに割り当てます。

注：パーティダイヤルでは必ずしもカスタムグループを使用する必要はありません。事前にプログラミングしたグループを使用することもできますが、事前にプロ

グラミングしたグループに余分なチャンネルIDが含まれる場合があることに注意してください。グループ内に余分なチャンネルIDがある場合、パーティダイヤルの

使用時に、余分なチャンネルIDを通り越して送信機に割り当てられたチャンネルIDに到達するまでスクロールする必要があります。

Wireless Workbench内でのカスタムグループのセットアップ
Wireless Workbenchの調整（コーディネーション）ツールを使用して、ニーズに最適な周波数を決定し、それらの周波数をカスタ

ムグループに割り当てます。

カスタムグループを同期するようにADX5Dをセットアップします（［チャンネル］ > ［詳細］ > ［IRプリセット］ > ［カ

スタムグループ］ > ［同期］）。

周波数のコーディネーションを実施します。

これらの周波数のカスタムグループを作成します（これらの手順については、Wireless Workbench ヘルプシステムの「カス

タムグループ」を参照してください）。

すべての送信機を赤外線同期すると、カスタムグループとチャンネル情報が割り当てられます。

®

https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/en-US/c_e49f112d-49dc-4890-9b53-cf2cf937fb10.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/en-US/c_e49f112d-49dc-4890-9b53-cf2cf937fb10.html
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ADX5Dでのカスタムグループのセットアップ
Wireless Workbenchを使用しない（できない）場合、ADX5D受信機のみを使用してカスタムグループを設定することもできま

す。

［デバイス構成］ > ［詳細］ > ［デバイスRF］ > ［カスタムグループ］に移動します。

グループID、チャンネルID、周波数を手動で設定します。矢印を使用して各フィールドを選択し、Enterを押して編集し、

再度Enterを押して確定します。

［ロード］を使用すると、カスタムグループ情報が、同じチューニングバンドを持つその他すべてのネットワーク接

続されたAD受信機にコピーされます。

［クリア］を使用すると、デバイスからカスタムグループ情報が削除されますが、ネットワーク接続された受信機

には影響を与えません。

サウンドチェックを行います。マイクロホンオフセット機能を使用して、各送信機のゲインを調節します。

［デバイス構成］ > ［パーティダイヤル］に移動します。

注：標準のグループ/チャンネルスキャンに続いてパーティダイヤルを開始した場合、選択したグループのすべての周波数が含まれます。青色LEDは、選択したチャ

ンネルでオーディオを受信したことを示します。

送信モード
ADX5Dは、利用可能なスペクトラムを効率的に運用、管理するために2つの送信モードを提供します。

スタンダードモード

スタンダードモードでは、送信機で設定可能な送信出力レベルを選択して運用する通常のチャンネル間隔を採用します。

スタンダードモードは、使用するスペクトラムが特に制限されていない、またはカバーエリアを拡大するため高い送信出力で

運用する場合などに有効です。

ハイデンシティモード

ハイデンシティモードは、2 mW の送信出力で運用し、占有帯域幅を縮小することにより、混雑したRF環境においてより多

くのチャンネルの割り当てを確保します。

ハイデンシティモードは、伝送距離が短く限られたエリアで多くのチャンネル数が必要で、使用可能な周波数帯域も限定され

ている用途などに最適です。

注：動作モードは地域によって異なります。

送信モードの選択
［Device Configuration］メニューから、［Device RF］ > ［Trans Mode］を選択します。

編集を有効にするには、Oを押します。矢印ボタンを使用してモードを選択します。

Oを押して設定を保存します。

周波数ダイバーシティ
周波数ダイバーシティは、特に万全であることが要求される重要な用途においてシームレスで途切れのない音声を実現します。周

波数ダイバーシティは、ADX2FDハンドヘルド型送信機または2台のAD1/ADX1ボディパック型送信機からの独立した2つの周波数

で音声を送信します。
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周波数ダイバーシティモードを使用すると、受信機は2つの周波数を使用して1つの音声チャンネルを提供します。1つの周波数で

干渉が発生した場合、もう1つの周波数からの音声によって、ドロップアウトや音声の途切れを防止します。

干渉検出機能と併せて周波数ダイバーシティを用いることで、さらなるオーディオ信号の保護強化を提供します。

Channelメニューから：［Advanced］ > ［Frequency Diversity］

次の周波数ダイバーシティモードから1つを選択します:
Combining: 1本のADX2FDハンドヘルド型送信機に使用します

Selection: 2台のAD1/ADX1ボディパック型送信機に使用

Oを押して設定を保存します。

受信機と送信機間でIR同期を実行します。

FD-Sアドバンスト設定
設定 ノート

Override / Lock to
FD-Selectionアルゴリズムをオーバーライドして、音声出力を

Rx1またはRx2に手動で選択する機能を有効にします。

Pre/Post Selection 3.5mm Output
3.5mm出力のモニタリングポイントをFD-S選択の前か後にす

るかを選択します。

Audio Evaluation（音声評価）

オフ設定時：FD-Sペアのチャンネルに対するRF評価のみ行い

ます。2本のマイク使用時など別々の入力で運用する際に推奨

します。

オン設定時：FD-Sペアで両方のRFチャンネルがRF評価の品

質基準を満たした場合、オーディオ信号レベルのオプション評

価が行われます。オーディオレベルが著しく異なる場合は、ア

ルゴリズムは2つの信号のうちレベルが高い方を選択します。

干渉管理
「国別の機能規制」を参照してください。

信号品質の劣化が生じた場合、干渉管理機能によりマニュアルまたはオートで、互換性を持つクリアな周波数へ切り替えるオプ

ションが提供されます。

干渉アラートへの対応方法は、互換性を持つ新しい周波数にマニュアルで設定するか、スペクトラムマネージャーやWireless 
Workbenchと連携して、干渉検出時に瞬時にバックアップ周波数への切り替えをオートで割り当てできるようにします。

ヒント：干渉アラートを解除するには、アラートが表示されているチャンネルを選択してDismissを選択します。

Detection Mode（検出モード設定）
検出モード設定は、干渉発生時に受信機がどのようにクリアな周波数に切り替えるかを決定します。

チャンネルを選択して、次の項目に移動します：［Advanced］ > ［Interf. Mgt ］ > ［Detection Mode］

次のいずれかのモードから選択します:
Manual: 干渉発生時、マニュアルで周波数を選択します

Automatic：受信機がオートで新しい周波数を選択して切り替えることを許可します
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Unregistered Transmitter Action（未登録送信機に対するアクショ
ン）
未登録送信機の設定は、干渉源となり得る未登録送信機が存在するときに、受信機がどのように反応するかを決定します。送信

機が受信機のTxスロットに登録されていない場合、受信機チャンネルは登録外の送信機として見なします。

［Interf. Mgt］メニューから、次のオプションのいずれかを選択します。

Allow: 受信機は未登録送信機からの音声出力を許可します

警告: 受信機は、未登録送信機を検出するとアラートを表示します

Block: 受信機は未登録送信機を干渉として扱い、音声をブロックします

Frequency Server
周波数サーバーオプションは、ネットワークに接続されたスペクトラムマネージャーを選択して連携することにより、干渉発生時

にスペクトラムマネージャーからクリアな周波数を割り当てることができます。

［Interf. Mgt］メニューから、［Freq. Server］を選択します

Oを押して編集を有効にして、ネットワークに接続されているスペクトラムマネージャーを選択します。

Oを押して設定を保存します。

3.5 mm 出力設定
運用する機器に応じて3.5 mm出力モードを選択します。各モード詳細とピンアサインは以下の通りです。

構成 Tip Audio Ring Audio Sleeve 信号タイプ

Balanced Sum + -

Ground

バランスモノBalanced Rx2 + -

Balanced Rx1* + -

Sum Rx1 + Rx2 + +

アンバランスデュアルモノSolo Rx2 + +

Solo Rx1 + +

Stereo Rx1/Rx2* (デ
フォルト)

+（Rx1） +（Rx2） アンバランスステレオ

*ADX5Dが周波数ダイバーシティモードのFD-Selectionで動作している場合、サミングを継続しPost FD-Sオーディオを出力します。

ファームウェア
ファームウェアは各コンポーネントに埋め込まれたソフトウェアで、各機能を制御します。最新のファームウェアをインストールす

ることにより、受信機がアップデートされ追加機能や拡張機能が組み込まれます。Shure Update Utilityツールを使用してファーム

ウェアの新しいバージョンをアップロードし、インストールすることができます。ソフトウェアは、http://www.shure.com/firmware
からダウンロードできます。

http://www.shure.com/firmware
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ファームウェアバージョン
受信機のファームウェアをアップデートする際、送信機も同じファームウェアバージョンにアップデートして一定した動作が得ら

れるようにします。

すべてのデバイスのファームウェアは、MAJOR.MINOR.PATCH（例1.2.14）の形式で構成されます。ネットワーク上のすべてのデ

バイス（送信機を含む）のファームウェアは、少なくともバージョン番号の「メジャー」と「マイナー」の部分が同じである必要があり

ます（例：1.2.x）

受信機のファームウェアアップデート
注意！ファームウェアのアップデート中は受信機の電源とネットワーク接続が必ず維持されるようにしてください。アップデート

が完了するまでは受信機の電源をオフにしないでください。

Shureアップデートユーティリティを開きます。

［Check for Updates］をクリックして、ダウンロード可能な新しいバージョンを表示します。

アップデートを選択し、［Download］をクリックします。

ADX5D受信機をUSB-Cコネクタを介してコンピューターに接続します。

［Update  Devices］タブを開いて、コンピュータに接続されているすべてのShureデバイスを表示します。

受信機を選択します。

［Send Updates］を押して最新のファームウェアを受信機にダウンロードします。

送信機のファームウェアアップデート
受信機のDevice Configurationメニューから：Tx FW Updateを選択します。

送信機をオンにして、送信機と受信機のIR同期ウィンドウを合わせます。正しく向き合うと、赤外線同期LEDが点灯しま

す。

位置を合わせた状態で受信機のOを押してアップデートを開始します。

重要：アップデートが完了するまで、位置を合わせたまま維持する必要があります。受信機ディスプレイにアップデート進

捗状況がパーセント表示されます。

トラブルシューティング
問題 解決策

音が聞こえない

受信機と送信機が電源がオンになっていて同じチャンネルに設定され

ていることを確認します

スキャンと同期を実行し、送信機と受信機が同じグループとチャンネ

ルに設定されていることを確認します

送信機と受信機が互換性のある同じ周波数帯域であることを確認し

ます

ケーブルとコネクターが正しく動作していることを確認します

暗号化を有効/無効に設定した際にはすべての受信機と送信機を再度

同期させてください
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問題 解決策

音が小さい、歪んでいる

受信機でシステムゲインを調整します受信機の出力レベル設定がミキ

シングコンソール、アンプ、またはDSPのmic/line入力設定で適切な

レベルであるかを確認します

ケーブルとコネクターが正しく動作していることを確認します

カバーエリア不足、不要なノイズバースト、ドロップア

ウトの発生

受信機アンテナが安全に取り付けられていることを確認します

グループおよびチャンネルスキャンを実行して使用可能な最適な周波

数を見つけます。同期を行い設定を送信機に転送します

複数システムの場合は、すべてのシステムが同じグループのチャンネ

ルに設定されていることを確認してください（別帯域のシステムは、

必ずしも同じグループに設定する必要はありません）

送信機と受信機アンテナの間は見通しを確保します。

金属物体やその他のRF干渉源（LEDウォール、コンピューター、デ

ジタルエフェクター、ネットワークスイッチ、ワイヤレスアクセスポ

イント、ネットワークケーブル、インイヤーモニターワイヤレスシス

テムなど）から、受信機アンテナの向きをそらしたり、離隔したりし

てください

RFオーバーロードをなくす：

送信機を受信機からさらに離す － 6 m以上

送信機RF出力レベルを下げる

アクティブアンテナを使用している場合は、アンテナまたはアンプの

ゲインを下げます

無指向性アンテナを使用する

Wireless WorkbenchのAD610プロパティパネルで

ネットワークIDを追加できない

最新バージョンのWireless Workbenchをインストールします

AD610を最新のファームウェアにアップデートします

ShowLink 干渉の発生

金属物体またはその他のRF干渉源から、受信機のアンテナの向きを

そらしたり、離隔したりしてください

ADX5Dを再起動します

ADX5DでShowLink モードを設定できない
取り付けたバックプレートとShowLink モードが有効になっているこ

とを確認します（「国別の機能規制」を参照してください）

ADX5DがWireless Workbenchに表示されない

ネットワークIDが設定されたAD610がネットワークに接続されている

ことを確認します

ADX5Dがネットワークモードであることを確認します

ADX5DのクライアントIDがAD610ネットワークIDと一致することを

確認します

最新バージョンのWireless Workbenchをインストールします

ADX5Dを再起動します

®

®
®

https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/wireless-workbench-6
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問題 解決策

リンクされた送信機がWireless Workbenchに表示さ

れない

スキャンと同期を実行し、送信機と受信機が同じグループとチャンネ

ルに設定されていることを確認します

送信機と受信機が互換性のある周波数帯域であることを確認します

送信機を最新ファームウェアにアップデートします

通知
次のアラートがADX5Dのメニュー画面に表示されます。推奨される動作で問題が解決しない場合は、Shureカスタマーサービス担

当者に連絡してください。

デバイス通知
メッセージ アラートに対するアクション

RF Power Overload 近接した送信機や周辺に高出力の送信機がないことを確認します

Over Temperature 使用を再開する前に電源をオフにしてデバイスを冷却します

SM Offline
接続されたスペクトラムマネージャーが電源オンでオンラインになっていることを確認しま

す

Back Plate Failure

ユニットの電源をオフにします

バックプレートを取り外します

コネクターに障害や損傷がないことを確認します

バックプレートを再度接続します

FPGA Unresponsive（FPGA
が応答しない）

ユニットを再起動します

それでもアラートが報告される場合は、ファームウェアのアップデートを試してください。

問題が解決されない場合は、サポートまでご連絡ください。

SL Proc. Failure
ユニットを再起動します

それでもアラートが報告される場合は、ファームウェアのアップデートを試してください。

問題が解決されない場合は、サポートまでご連絡ください。

3.5mm Lim. Engaged

次の項目のレベルを下げ調整します。

3.5 mmレベル

システムゲイン

Txオフセット

オーディオソース

3.5mm Overload 3.5 mm出力フォーマットが接続されている出力デバイスに適していることを確認します

3.5 mmリミッターを調節します
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メッセージ アラートに対するアクション

接続のショートを確認します

Low Voltage
デバイス構成メニューの［Power Status］を確認して、このアラートのオン/オフを切り替え

てアラートの電源スレッショルドを設定します。

チャンネル通知
メッセージ アラートに対するアクション

Interference

グループやチャンネルスキャンを実行して送信機を同期します

複数システムの場合は、すべてのシステムが同じグループのチャンネルに設定されていること

を確認してください (別帯域のシステムは、必ずしも同じグループに設定する必要はありませ

ん)
送信機と受信機アンテナの間は見通しを確保します。

金属物体やその他のRF干渉源（LEDウォール、コンピューター、デジタルエフェクター、

ネットワークスイッチ、ワイヤレスアクセスポイント、ネットワークケーブル、インイヤーモ

ニターワイヤレスシステムなど）から、受信機アンテナの向きをそらしたり、離隔したりして

ください。

RFオーバーロードをなくします (以下を参照)

Unregistered AD Tx 運用する送信機すべてが送信機スロットに割り当てられていることを確認します。

Multiple Tx Active
［Channel］ > ［Tx Slots］ メニューを確認します。必要な送信機を選択して

［Activate］を選択します。

Encryption Mismatch 送信機を対象の受信機に再同期します。

Tx Overload 入力パッドと送信機オフセットがソースの音声レベルに適していることを確認します。

Tx Muted アクティブな送信機のミュートを解除します。

Tx RF Muted アクティブな送信機のRFミュートを無効にします。

Firmware Mismatch ［Device Cfg］ > ［Tx FW Update］から送信機のファームウェアをアップデートします。

Rx Muted ［Channel］ > ［Audio］［Output］に移動して、モードを［On］に変更します

Tx Battery Hot
送信機を熱源から離し、バッテリーを交換して冷まします。問題が解決されない場合は、送

信機がシャットダウンします。バッテリーを交換して、ユニットが通常の温度環境で動作して

いることを確認します。

カスタマーサポートへのお問い合わせ
必要な情報が見つからなかった場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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受信機 周波数帯域
帯域名 周波数帯（ MHz）

G53 470-510

G54 479-565

G55† 470-636*

G56 470-636

G57（G57+） 470 - 616*（614 - 616***）

G62 510-530

G63 487 - 636

H54 520-636

K53 606-698*

K54 606-663**

K55 606-694

K56 606-714

K57 606-790

K58 622-698

L54 630-787

L60 630 - 698

P55 694 - 703、748 - 758、803 - 806

R52 794-806

JB 806-810

X51 925-937.5

X55 941-960

X56 960 -1000

*608~614 MHz間にギャップがあります。

**608~614 MHz間と、616~653 MHz間にギャップがあります。

***G57+バンドを選択すると、G57バンドが拡張され614～616 MHzの間に2 MHzの追加スペクトルが得られます。最大送信出力

は、614～616MHz間で10mWに制限されています。

†操作モードは地域によって異なります。ブラジルではハイデンシティモードを使用します。ペルーの最大送信出力レベルは10mW
です。
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仕様
システム仕様

運用周波数帯域
470～1,000 MHz、地域により異なります（周波数表を参照）

到達距離（送受信見通し線上の配置にて）
注：実際のカバーエリアは、RF信号の吸収や反射および干渉など環境により依存します。

スタンダードモード 75 m（246フィート）

ハイデンシティモード 40 m（131フィート）

RF 感度
−90 dBm at 10  BER

RFチューニングステップ

25 kHz、地域により異なります

イメージ抑圧比
>70 dB、標準

スプリアス除去
>80 dB、標準

コネクタータイプ

SMA（シェル=グランド、センター=信号）

インピーダンス

50 Ω

ShowLink 仕様

周波数範囲
2.40 ～ 2.4835 GHz（16チャンネル）

到達距離
注：実際のカバーエリアは、RF信号の吸収や反射および干渉など環境に依存します。

30 m

コネクタータイプ

SMA（シェル=グランド、センター=信号）

インピーダンス

50 Ω

ShowLink アンテナ利得
2.5 dBm EIRP

-5

®

®
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アンテナタイプ

無指向性（1）、2.4 GHz

ネットワークタイプ

IEEE 802.15.4

オーディオ出力

ゲイン調整範囲
-18～+42 dB、1 dB刻み（プラスミュート設定）

インピーダンス

66 Ω、標準、TA3出力

フルスケール出力（200K Ω負荷）

+9 dBV

ファンタム電源保護
注：3.5 mm出力にはファンタム電源保護機能はありません。

対応

周波数特性
注：マイクロホンタイプにより異なります

20 Hz～20 kHz

ダイナミックレンジ

129 dB

THD（全高調波歪率）

0.0006% at 1kHz、 -6 dBFS設定時

システムオーディオ極性
ダイヤフラムへの正の圧力により、音声 ｰに対して音声 +に正電圧を生成

アナログ出力レイテンシー

スタンダードモード 2.08 ms

ハイデンシティモード 2.96 ms

USB入力（ファームウェアのアップデートに使用）

コネクタータイプ

USB-C

USBプロトコル

USB 2.0

USBの役割
ペリフェラル（アップストリームフェーシングポート）
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USB電源供給
なし

電源

所要DC電力
DC6V ～ DC18V

熱出力損失

最大
4.8 W（18 V入力、最大輝度、オーディオフルスケール出力、

RFチャンネルアクティブ）

標準 4W（12 V入力、出力なし、リンクされている送信機なし）

最小 2.3 W（6.5 V入力、両チャンネルスタンバイ状態）

機構関連仕様

動作温度範囲
注：電池特性によりこの範囲は異なる場合があります。

-18°C（0°F）～ 50°C（122°F）

保管温度範囲
-29°C（-20°F）～ 65°C（149°F）

外形寸法
29 x 88 x 108 mm H x W x D（アンテナ、バックプレート除く）

質量
0.24 kg（アンテナ、バックプレート除く）

外装仕様
アルミ削り出し
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寸法

ピン配列図
DB15
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1.
2.
3.

DB25

TA3M

Hirose

安全のための重要注意事項
この説明書をお読みください。

この説明書を保管しておいてください。

すべての警告事項に留意してください。
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

すべての指示に従ってください。

この製品は水の近くで使用しないでください。

掃除は乾いた布でから拭きするだけにしてください。

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。

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。

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。幅の広いブレードや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。

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。

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。

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、転倒により怪我をしないよう注意してください。

雷を伴う嵐の際や、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。

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。

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。

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

装置の空気中騒音は70 dB（A）を超えません。

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。

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。

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。

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：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、安全の保証が適用されません。

認証
FCC規則第15章の適合宣言（DoC）規定による承認取得。

本機器はプロオーディオ用途での使用を目的としています。

FCC ID：DD4ADX5D.IC： 616A-ADX5D.

本製品は、関連するすべての欧州指令の基本的要件を満たし、CEマークに適合しています。

次の欧州指令の必須要件を満たします：

EMC - 2014/30/EU

LVD - 2014/35/EU

RoHS - EU 2015/863

WEEE - 2012/19/EU
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1.

2.

3.

CEに関する通知：ここに、Shure Incorporatedは、CEマーキングの付いた本製品が欧州連合の要件に準拠していると判断された

ことを宣言します。EUの適合宣言書の全文は以下のサイトでご覧いただけます。https://www.shure.com/en-EU/support/
declarations-of-conformity

ヨーロッパ認定代理店：

Shure Europe GmbH
部門：Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
電話：+49-7262-92 49 0
ファックス：+49-7262-92 49 11 4
Eメール：EMEAsupport@shure.de

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

（一）本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改

发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、

导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门

的规定。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅

自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用

不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並

改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之

無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻

射性電機設備之干擾。

運用に際しての注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の

構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無

線局）が運用されています。

この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されて

いないことを確認してください。

万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波

数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混　 信回避のための処置等（例えば、パーティ

ションの設置など）についてご相談して下さい。

その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生

した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書に記載の販売代　 理店または購入店へお問い合わせください。代

理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト　 http://www.shure.co.jp でもご覧いただけます。

現品表示記号について

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
http://www.shure.co.jp
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現品表示記号は、以下のことを表しています。 この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「 DS 」方式、想定与干渉

距離は 40m です。 2,400MHz ～ 2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避することはできません 。

部件名称
有害物质

铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚

电路模块 X ○ ○ ○ ○ ○

金属模块 X ○ ○ ○ ○ ○

线缆及其组件 X ○ ○ ○ ○ ○

外壳 ○ ○ ○ ○ ○ ○

电源适配器* X ○ ○ ○ ○ ○

电池组* X ○ ○ ○ ○ ○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注：本产品大部分的部件采用无害的环保材料制造，含有有害物质的部件皆因全球技术发展水平

的限制而无法实现有害物质的替代。

*:表示如果包含部分

ユーザー情報
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:

装置は有害な干渉を起こしてはならない。

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。

注：本機器はテストされFCC規定パート15に従いクラスBデジタル機器に適合しますが、制限があります。これらの制限は、住宅

地域において設置する際、有害な電波干渉から機器を適度に保護するためのものです。本機器は電磁波を発生・使用し、放射する

場合があります。取扱説明書に従って設置しないと無線通信に電波干渉が起こります。また、設置状況に関わらず妨害を引き起

こす可能性もあります。本機器によりラジオやテレビの受信に電波干渉が起こるようであれば（これは、機器の電源を一度切って

から入れるとわかります）、次の手段を1つまたは複数用いて電波干渉を防いでください。

受信アンテナを別の方向に向けるか、別の場所に移す。

機器と受信機の間の距離を広げる。

受信機を接続しているコンセントとは別の回路にあるコンセントに機器を接続する。

販売店または熟練したラジオ/TV技術者に相談する。

カナダの無線に関する警告
このデバイスは、保護なし、干渉なしの方針に基づいて動作します。ユーザーが同じTV帯域で動作する他の無線サービスからの保

護を求めるには、無線ライセンスが必要です。詳細については、Innovation, Science and Economic Development Canada（イノ

ベーション・科学経済開発省）の文書Client Procedures Circular CPC-2-1-28（カスタマープロシージャサーキュラーの2-1-28）、
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Voluntary Licensing of Licence-Exempt Low-Power Radio Apparatus in TV Bands（テレビ帯域で運用される低電力ライセンス免

除無線装置の自主的ライセンス）を参照してください。

Ce dispositif fonctionne selon un régime de non‑brouillage et de non‑protection. Si l’utilisateur devait chercher à obtenir une 
certaine protection contre d’autres services radio fonctionnant dans les mêmes bandes de télévision, une licence radio serait 
requise. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC‑2‑1‑28, Délivrance de 
licences sur une base volontaire pour les appareils radio de faible puissance exempts de licence et exploités dans les bandes 
de télévision d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

この無線送信機[616A-ADX5D]は、最小の許容ゲインにより下記のアンテナタイプで稼働することをカナダイノベーション・科学経

済開発省により承認されています。このリストに含まれないアンテナタイプで、記載された任意のタイプに示された最大ゲインよ

りもゲインが大きいものはこの装置に使用することはできません。

Le présent émetteur radio [i616A-ADX5D] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci‑dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non 
inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement 
interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

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

このデバイスには、Innovation, Science and Economic Development Canadaのライセンス免除RSS基準に適合しているライセン

ス免除の送信機/受信機が含まれています。操作は次の2つの条件の対象となります:

装置は干渉を起こしてはならない。

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。

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes :

L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

オーストラリアの無線に関する警告
このデバイスは、ACMAクラス ライセンスの下に動作しており、動作周波数を含む当該ライセンスのあらゆる条件に適合している

必要があります。2014年12月31日までは、このデバイスは、520-820 MHz周波数帯域で作動される場合に適合しています。警

告：2014年12月31日を過ぎたら、適合するためには、本デバイスを694-820 MHz帯域で作動させないでください。

国別の機能規制
干渉回避は、DB15またはDB25バックプレートを米国モデルで使用する場合マニュアルモードでのみ有効です。

ShowLink は、ADX5Dをサードパーティのコントロールデバイスで米国モデルで使用する場合は利用できません。
®
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