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ANIUSB-Matrix   
オーディオネットワークインターフェース

スタートガイド
ANIUSB-MATRIXをコントロールするには、Shure Designerソフトウェアを使用します。この基本セットアッププロセスを完了す

ると、次のことが可能になります。

DesignerでANIUSB-MATRIXを制御する

Designerで音声をANIUSB-MATRIXにルーティングする

マトリックスミキサーを使用して音声信号をルーティングする

作業を始める前に、次のものが必要です。

Cat5e（またはそれ以上）のイーサネットケーブル

パワーオーバーイーサネット（PoE）を供給するネットワークスイッチ

コンピューターにインストールされているShure Designerソフトウェア。www.shure.comでダウンロードします。

ステップ1：ネットワークに接続してDesignerで検出する
Cat5e（またはそれ以上）のケーブルを使用して、ANIUSB-MATRIXをネットワークスイッチのPoEポートに接続します。

Designerが動作するコンピューターをネットワークスイッチに接続します。

Designerを開き、［設定］で正しいネットワークに接続していることを確認します。

［オンラインデバイス］をクリックします。オンラインデバイスの一覧が表示されます。

デバイスを識別するには、製品アイコンをクリックして、デバイスのライトを点滅させます。

ステップ2：音声をルーティングしてDSPを適用する
音声をルーティングしてDSPを適用する最も簡単な方法は、Designerの最適化ワークフローを使用することです。最適化により、

音声信号のルーティング、DSP設定の適用、ミュート同期の有効化、接続されたデバイスのLEDロジックコントロールの有効化が

自動的に行われます。

この例では、MXA310テーブルアレイマイクロホンを接続します。

［マイプロジェクト］ > ［新規］に進み、新規プロジェクトを作成します。

［新規］ > ［部屋（ライブ）］を選択し、新しい部屋を作成します。すべてのオンラインデバイスが一覧に表示されます。

ANIUSB-MATRIXとMXA310をドラッグアンドドロップして部屋に追加します。

［最適化］を選択します。

音声ルートと設定を確認して、ニーズに合っていることを確認します。次のことが必要になる場合があります。

不要なルートを削除します。

必要に応じてDSPブロックを微調整します。

マイクロホンのカバー範囲をテストして調整します。

http://www.shure.com
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また、最適化ワークフロー外のDesignerで、またはDanteコントローラーを使用して、手動で音声をルーティングすることもできま

す。

ステップ3：音声を設定する
最後の設定ステップは、ANIUSB-MATRIXに接続する他のデバイスによって異なります。

他のアナログデバイスおよびUSBデバイスをANIUSB-MATRIXに接続します。ビデオ会議ソフトウェアを搭載したコン

ピューターを使用している場合は、USBポートに接続します。

［マトリクスミキサー］に進み、ANIUSB-MATRIXの入力と出力の間で音声をルーティングします。1つの入力を多数に分

けて出力することも、多数の入力を1つにして出力することもできます。MXA310からコンピューターに音声を送信するに

は、Dante入力1とUSB出力が交差するボックスにチェックを付けます。

サウンドチェックを実行し、Designerで入出力レベルを調整します。

必要に応じてイコライザー（EQ）を適用して、音声の明瞭度を改善させます。

詳細を表示する
ANIUSB-MATRIXの詳細についてはDesignerのヘルプセクションまたは詳細なユーザーガイド（pubs.shure.com/guide/ANIUSB-
Matrix）を参照してください。

概要
ANIUSB-MATRIXオーディオネットワークインターフェースには、USB、Dante 、アナログ音源を接続できます。これにより、単

一のネットワーク上であらゆるオーディオデバイスに接続して共同作業を行えるほか、ワイヤレスマイクロホン、コンピューター、

モバイルデバイス、ビデオコーデック、ラウドスピーカーシステムにも対応できます。パワーオーバーイーサネット（PoE）を使用

すれば、ネットワークケーブルを1本接続するだけでオーディオの受信と電源供給が可能です。Shure Designerソフトウェアを使

用して、同一のネットワークに接続されているどのコンピューターからでも音声とネットワークの設定をコントロールできます。

™

http://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-Matrix
http://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-Matrix
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ハードウェアおよび設置
リアパネル

① レベルインジケーター（信号/クリップ）

3色のLEDは、アナログチャンネルの音声信号レベルとUSBチャンネルの接続ステータスを示しています。クリッピングを回避する

には、Shure Designerソフトウェアで出力レベルを調節します。

アナログ入力/出力

LEDの状態 音声信号レベル

オフ -60 dBFS以下

緑色 -59 dBFS～-24 dBFS

黄 -23 dBFS～-1 dBFS

赤色 0 dBFS以上

注：計測がポストゲインに設定されている場合は、入力LEDおよび出力LEDがオフになります。

USB音声

LEDの状態 ステータス

オフ USBデバイスが接続されていません

緑色 USBデバイスが正常に稼動しています

赤（点滅） 接続されているUSB音声デバイスで問題が検出されました

② 音声入力（ブロックコネクター）

ブロックピンの配置：

音声 +

音声 -

音声グランド
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③ シャーシグランドねじ

マイクロホンシールド配線をシャーシアースに接続することができます。

④ 音声出力（ブロックコネクター）

バランス型音声出力をアナログ機器に接続します。Shure Designerソフトウェアで、アナログ機器の入力感度に合うよう出力

レベルを設定します。

注：ブロックコネクターの配置については、フロントパネルのラベルを参照してください。

⑤ USBポート

コンピューターに接続して、入力と出力音声チャンネルのあらゆる組み合わせを送受信します。

⑥ LEDインジケーター

電源：パワーオーバーイーサネット（PoE）受電しています

注：ネットワークスイッチがPoEを供給しない場合は、PoEインジェクターを使用してください。

ネットワーク：ネットワーク接続が有効です

ネットワーク音声： ネットワーク上にDanteオーディオが流れています

注：エラーの詳細は、Shure Designerソフトウェアのイベントログで参照できます。

ネットワークオーディオLEDの動作

LEDステータス 動作

オフ 有効な信号なし

緑色 デバイスは正常に作動しています

赤色
エラーが生じています。詳細はイベントログを参照してくださ

い。

暗号化：

LEDステータス 動作

オフ 音声は暗号化されていません

緑色 別デバイスとの音声接続が暗号化されました

赤色

暗号化エラー。考えられる原因：

暗号化が1台のデバイスで有効化されているが、別のデバイス

では無効である

パスフレーズが一致しない

⑦ Danteネットワークポート

ネットワークスイッチに接続し、Dante音声、パワーオーバー イーサネット（PoE）、およびデータを制御ソフトウェアから受

け取ります。

⑧ リセットボタン

デバイス設定を工場出荷時設定にリセットします。
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パワーオーバーイーサネット（PoE）
このデバイスが作動するにはPoEが必要です。デバイスはクラス0とクラス3の両方のPoEソースと互換性があります。

パワーオーバーイーサネットは次のいずれかの方法により利用できます：

PoEを備えたネットワークスイッチ

PoEインジェクターデバイス

設置とラックマウント
オーディオネットワークインターフェースの設置には、次の2種類の固定方法があります。

CRT1 19" ラックトレー （オプションアクセサリー): 最大３つのデバイスをサポートします；ラック内又はテーブルの下取り付け

可能。

単一ユニット取り付けトレー（供給アクセサリー)：単一デバイスのテーブルの下の取り付けをサポートします

デバイスの固定
取り付けハードウェアキットに含まれているねじを使って Audio Network Interfacesを固定してください。Audio Network 
Interfaces はどの方向に向くようにも取り付けできます。下図のようにネジを該当する穴に入れてください：

1ユニットマウントトレイに1台のデバイスを固定する場合は、図の様に穴位置を合わせます。

19インチラックトレイにデバイスを3台まで固定する場合は、図の様に穴の位置を合わせます。

ラック耳の取り付け
3台までの Audio Network Interfaces は一つの19-インチラックスペースに取り付けできます。調整可能な ラックの耳が 標準装置
ラック内又はテーブルの下取り付けを可能にします。
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標準19インチラックマウント

取付穴が前になるようにラックイヤーを向けます。

図の様に、ラックイヤーをトレイに固定する3本のねじを取り付けます。

テーブルの下への取り付け方法
取付穴が上になるようにラックイヤーを向けます。

図の様に、ラックイヤーをトレイに固定する3本のねじを取り付けます。
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テーブル下への設置
トレイをテーブル下の希望の位置に合わせます

テーブルの取付穴の位置に印を付けます。

ドリルでねじ用の下穴を4つ開けます。トレイの穴の直径は7.1 mmです。

コンポーネントをトレイに取り付けます

4本のねじでトレイをテーブルの下に固定します

デバイスの識別
ライトを点滅させてハードウェアを識別するには、デバイスオプションセクションにある識別ボタンを使用します。

内容
キット、ハードウェア、とANIUSB-マトリックス 90A33522

取り付けブラケット（1/3ラックユニット） 53A27742

Note: USB cable not included.

Shure Designerソフトウェアによるデバイスの制御
このデバイスの設定をコントロールするには、Shure Designerソフトウェアを使用します。Designerにより、インテグレーターお

よびシステムプランナーはMXAマイクロホンやその他のShureネットワークデバイスを使用したインストールのオーディオカバー範

囲を設計できます。

Designerでデバイスにアクセスするには：

デバイスと同じネットワークに接続されているコンピューターに、Designerをダウンロードしてインストールします。

Designerを開き、［設定］で正しいネットワークに接続していることを確認します。

［オンラインデバイス］をクリックします。オンラインデバイスの一覧が表示されます。

デバイスを識別するには、製品アイコンをクリックして、デバイスのライトを点滅させます。リストからデバイスを選択

し、［構成］をクリックしてデバイスの設定をコントロールします。

詳しくはshure.com/designerをご覧ください。

Shure Web Device Discoveryを使用してデバイスの設定にアクセスすることもできます。

Use Designer's Optimize Workflow
Designer's optimize workflow speeds up the process of connecting systems with at least 1 microphone and 1 audio processor. 
Optimize also creates mute control routes in rooms with MXA network mute buttons. When you select Optimize in a room, 
Designer does the following:

Creates audio routes and mute control routes
Adjusts audio settings
Turns on mute synchronization
Enables LED logic control for applicable devices

http://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
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The settings are optimized for your particular combination of devices. You can customize settings further, but the optimize 
workflow gives you a good starting point.

Compatible devices:

MXA920
MXA910
MXA710
MXA310
P300
IntelliMix Room
ANIUSB-MATRIX
MXN5-C
MXA Network Mute Button

To use the optimize workflow:

Place all relevant devices in a room.
Select Optimize. Designer optimizes microphone and DSP settings for your equipment combination.

If you remove or add devices, select Optimize again.

After optimizing a room, check and adjust settings to fit your needs. You may need to:

Delete unnecessary routes.
Check levels and adjust gain.
Check that AEC reference signals are correctly routed.
Fine-tune DSP blocks as needed.

次を使用してファームウェアをアップデートする方
法： Designer
Designer 4.2以降に適用されます。

デバイスをセットアップする前に、Designerを使用してファームウェアのアップデートを確認し、新機能や改善点を活用してくだ

さい。また、ファームウェアは、ほとんどの製品にShure Update Utilityを使用してインストールできます。

更新するには：

Designerを開きます。まだダウンロードしていない新しいファームウェアがある場合、Designerには更新可能な数のバナー

が表示されます。クリックしてファームウェアをダウンロードします。

［オンラインデバイス］に移動して、自分のデバイスを探します。

［使用可能なファームウェア］欄から、各デバイスのファームウェアバージョンを選択します。アップデート中にデバイス

設定を編集している人がいないことを確認してください。

アップデートする予定の各デバイスの横にあるチェックボックスを選択し、［ファームウェアの更新］をクリックします。

アップデート中に［ファームウェアの更新］からデバイスが消えることがあります。ファームウェアのアップデート中に

Designerを閉じないでください。

ファームウェアバージョン
ファームウェアをアップデートする際、すべてのハードウェアを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）の形式です。ネットワーク上のすべてのデバイスの

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）。

https://www.shure.com/firmware
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ファームウェア3.xとファームウェア4.xの違い
Dante Domain Managerのサポート

Dante Domain ManagerソフトウェアのドメインにANIUSB-MATRIXを追加できるようになりました。

音声暗号化の機能強化

ファームウェア4.x以降では音声暗号化が改善されているため、暗号化を使用するすべてのShureデバイスを同じメジャー

ファームウェアバージョンにアップデートしてください。

ウェブアプリケーションが削除されました

ファームウェア4.x以降では、Shure DesignerソフトウェアでのみANIUSB-MATRIXを制御することができます。

Shure Web Device Discoveryツールからデバイスを開くと、デバイスの基本設定にアクセスできますが、フルコントロールに

はDesignerを使用する必要があります。

Designerはshure.com/designerからダウンロードしてください。

Connections and Signal Flow
The ANIUSB-MATRIX has 4 Dante inputs and 2 Dante outputs. You can route any input to any output and adjust crosspoint 
gain using the matrix mixer.

Best Practices
For best results, route 1 microphone to the ANIUSB-MATRIX. If using multiple microphones in a space, use a device with 
an automixer (such as a P300 or IntelliMix Room).
Use Shure Designer's optimize workflow to quickly set up Dante audio routes, mute control routes, matrix mixer routes, 
and other settings.

The ANIUSB-MATRIX has 2 Dante transmit flows. Learn more about Dante flows.

These are some of the devices that you can connect to the ANIUSB-MATRIX:

https://www.shure.com/en-US/products/software/designer_software
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300?variant=P300-IMX
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
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1. Computer with conferencing software
The computer sends and receives audio to and from the conferencing software. All signals pass through the ANIUSB-
MATRIX's USB connection. Route Dante sources using Dante Controller or Shure Designer software.

Note: Compatible with Mac and PC

2. Analog input sources
Analog sources (such as wireless microphones or any line-level devices) connect to the analog line input.

3. Analog output devices
Loudspeakers, amplifiers, or recording devices connect to the analog line output.

4. Dante-enabled microphone
A Dante microphone (such as a Shure Microflex Advance array) connects to the network switch. Route the microphone's 
signal to the ANIUSB-MATRIX, and then use the matrix mixer to route the signal to the USB output.

5. Control computer
A computer connected to the network accesses Shure Designer to control the channel levels and processing.

6. Network switch
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The network switch provides Power over Ethernet (PoE) to devices that require it.

コンピューターへのANIUSB-MATRIXの接続
USBポートを使用して、会議ソフトウェアが搭載されたコンピューターにANIUSB-MATRIXを接続します。

ANIUSB-MATRIXの諸解説俗事には、コンピューターはそれをUSBオーディオ装置として認識します。音声を送るには、それを入

力/出力（録音/再生）デバイスとして選択する必要があります。接続する度に必ず音声が送られるようにするには、ANIUSB-
MATRIXをデフォルトのデバイスとして割り当てます。音声設定については、コンピューターのマニュアルを参照してください。

USBポートへの音声チャンネルのルーティング
Dante ControllerまたはShure Designerソフトウェアを使用して、ANIUSBとの間で音声をルーティングできます。ANIUSBのマト

リクスミキサーを使用して、DanteとアナログチャンネルをUSBポートにルーティングします。

ステップ1：Dante ControllerまたはShure Designer

Dante ControllerまたはShure Designerを開き、Danteデバイス（MXAマイクロホンやMXWマイクロホンなど）をANIUSB
のDante入力チャンネルにルーティングします。デバイスを追跡するチャンネルに名前を指定します。

ANIUSBからチャンネルをDante対応デバイス（アンプ、ラウドスピーカー、または録音デバイスなど）に送信する必要が

ある場合、ANIUSBのDante出力チャンネルをDante Controllerの適切なデバイスにルーティングします。

注：Shure Designerは、Shureデバイス間のDanteオーディオルートを作成します。Shure以外のDanteデバイスについてDanteオーディオルートを作成す

るには、Dante Controllerを使用してください。

ステップ2：マトリクスミキサー

ANIUSBのマトリクスミキサーを開き、DanteとアナログチャンネルをUSBポートにルーティングします。

USB入力チャンネル（ファーエンド音声）を適切な出力に割り当てます。ミーティングを録音している場合、ニアエンドマ

イクロホンとUSB入力を必ず録音デバイスにルーティングします。

アダプターの互換性
このデバイスは、USB-BからUSB-Cへのアダプターと互換性を持ちます。モバイルデバイスの大部分ではUSBまたはライトニング

ポート経由の双方向音声をサポートしていないため、アダプターの使用はデスクトップとラップトップコンピューターのみに推奨さ

れます。

USBデバイスタイプの設定
P300またはANIUSB-MATRIXでUSB接続コーデックを使用する場合、ShureデバイスでUSBデバイスタイプを設置する必要がある

場合があります。

USBデバイスタイプの設定で、アコースティックエコーキャンセル機能（AEC）が必要かどうかがコーデックスに伝えられます。

コーデックは設定に合わせて独自のAEC（サポートされている場合）をオンまたはオフにできます。

たとえば、MXA710をANIUSB-MATRIXにルーティングしていて、MXA710のAECを使用するとします。USBデバイスタイプを

［エコーキャンセリングスピーカーフォン］に設定して、AECをオフにすることをコーデックに伝えます。

USBデバイスタイプを変更するには、次のようにします。

Designerで、P300またはANIUSB-MATRIXを見つけ、［設定］ > ［一般］に進みます。

USBデバイスタイプを選択します。

スピーカーフォン：コーデックのAECを使用する場合

エコーキャンセリングスピーカーフォン：ShureデバイスのAECを使用する場合

USBデバイスタイプを変更した後に、コーデック設定でデフォルトのオーディオデバイスとして自分のデバイスを選択しま

す。

テスト通話を行って、AECが正しく機能しているか確認します。

ANIUSB-MATRIXのみ：Designerの最適化ワークフローでUSBデバイスタイプが自動的に設定されます。手動で変更することもできます。
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5.

ミュート同期
ミュート同期により、会議システム内の接続されているすべてのデバイスが、信号パス内の正しいポイントで同時にミュートまた

はミュート解除されます。ミュートステータスは、ロジック信号またはUSB接続を使用してデバイスで同期されます。

ミュート同期を使用するには、すべてのデバイスでロジックが有効になっていることを確認してください。

Designerの［最適化］ワークフローにより、必要なすべてのミュート同期設定が構成されます。

互換性のあるShureロジックデバイス：

P300（USBで接続されたサポートされているソフトコーデックもミュート）

ANIUSB-MATRIX（USBで接続されたサポートされているソフトコーデックもミュート）

IntelliMix Roomソフトウェア（USBで接続されたサポートされているソフトコーデックもミュート）

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310
ネットワークミュートボタン

ANI22-BLOCK
ANI4IN-BLOCK
ANI22-BLOCKまたはANI4IN-BLOCKに接続されたロジック対応MXマイクロホン

MX392
MX395-LED
MX396
MX405/410/415

ミュート同期をオンにするには：

Designerまたはウェブアプリケーションでデバイスを開きます。［設定］ > ［ミュートコントロール］に進みます。

［ミュート同期］をオンにします。

［入力］に進みます。ロジックをオンにする入力チャンネルで、［ロジック有効］チェックボックスをオンにします。

MXA310およびANIUSB-MATRIXでのミュート同期の設定
この設定を使用して、MXA310のミュートボタンを押してANIUSB-MATRIXをミュートします。ANIUSB-MATRIXの信号チェーン

では、入力の後にミュートが行われます。

Designer 4.2以降：

ANIUSB-MATRIXとMXA310をDesignerの同じロケーションに追加します。

［最適化］を選択します。Designerは、機器の組み合わせに合わせてマイクロホンとDSPの設定を最適化します（ミュー

ト同期の有効化を含む）。

Designer 4.1.x

DesignerでANIUSB-MATRIXを開き、入力に進みます。

任意のチャンネルストリップでロジック有効を選択します。これにより、すべてのチャンネルでロジックが有効になりま

す。

DesignerでMXA310を開き、Settings > Logic controlに進みます。

ミュートコントロール機能をロジックアウトに設定します。

ライトに進みます。スタイルをリングに設定します。

特定のミュート同期の実装方法については、FAQを参照してください。

https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
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Shure会議デバイスの概要
Shureは、会議のために幅広い接続オプションを提供します。MXAマイクロホン、オーディオプロセッサー、ネットワークインター

フェースはすべてDanteを使用し、標準ITネットワーク経由で音声を送信します。Shureの無料Designerソフトウェアを使用し

て、ほとんどのShureデバイスをコントロールし、その間で音声をルーティングできます。

デバイス 目的 物理的接続 Dante I/O

MXA910

IntelliMix DSPを備えたシーリ

ングアレイマイクロホン
PoEポート1つ

8つの個別チャンネル出力ま

たはIntelliMix DSPを備えた1
つのオートミックスチャンネ

ル出力

AECリファレンス入力1つ

MXA710

IntelliMix DSPを備えたリニア

アレイマイクロホン
PoEポート1つ

2フィート：

4つの個別チャンネル出力ま

たはIntelliMix DSPを備えた1
つのオートミックスチャンネ

ル出力

AECリファレンス入力1つ

4フィート：

8つの個別チャンネル出力ま

たはIntelliMix DSPを備えた1
つのオートミックスチャンネ

ル出力

AECリファレンス入力1つ

MXA310
テーブルアレイマイクロホン PoEポート1つ

個別チャンネル出力4つまた

はオートミックスチャンネル

出力1つ

P300

IntelliMix DSPとマトリクスミ

キサーを備えたオーディオプ

ロセッサー

USB入力/出力1つ

アナログブロック入力2つ

アナログブロック出力2つ

モバイルTRRSポート（3.5 
mm）1つ

PoE+ポート1つ

IntelliMix DSPを備えたDante
入力8つ

補助Dante入力2つ

Dante出力8つ

https://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/designer
https://pubs.shure.com/guide/MXA910
https://pubs.shure.com/guide/MXA710
https://pubs.shure.com/guide/MXA310
https://pubs.shure.com/guide/p300
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デバイス 目的 物理的接続 Dante I/O

IntelliMix Room

IntelliMix DSPとマトリクスミ

キサーを備えた音声処理ソフ

トウェア

デバイスによって異なる

IntelliMix DSPを備えたDante
入力8つまたは16
補助Dante入力8つ

Dante出力8つ

仮想オーディオ入出力1つ

PC入出力1つ

ANIUSB-MATRIX

USBとアナログ入力/出力を

備えたマトリクスミキサー

USB入力/出力1つ

アナログブロック入力1つ

アナログブロック出力1つ

PoEポート1つ

ダンテ入力4つ

Dante出力2つ

ANI4IN(ブロックまたはXLR
コネクター)

アナログ信号をDante信号に

変換します

アナログ入力4つ

PoEポート1つ
ダンテ入力4つ

ANI4OUT(ブロックまたは

XLRコネクター)

Dante信号をアナログ信号に

変換します

アナログ出力4つ

PoEポート1つ
Dante出力4つ

ANI22(ブロックまたはXLRコ

ネクター)

アナログ信号2つをDante信号
に変換します

Dante信号2つをアナログ信号

に変換します

アナログ入力2つ

アナログ出力2つ

PoEポート1つ

ダンテ入力2つ

Dante出力2つ

MXN5-C

PoEにより電力供給される

ネットワークシーリングラウ

ドスピーカー

PoEポート1つ
ダンテ入力2つ

Dante出力1つ

MXAネットワークミュートボ

タン

Shureデバイス用のPoEによ

り電力供給されるネットワー

クミュートボタン

PoEポート1つ

基部用の電源ケーブルコネク

ター1つ

n/a

音声設定
概略図
Designer の概略図は、設定とモニター信号を調整する機能とともに、音声信号チェーンの全体の概要を提供します。

設定の調整
入力、出力、または処理ブロックを右クリックして、次のオプションにアクセスします：

チャンネル毎

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-Matrix
https://pubs.shure.com/guide/ani4in
https://pubs.shure.com/guide/ani4out
https://pubs.shure.com/guide/ani22
https://pubs.shure.com/guide/MXN5-C
https://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE
https://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE
https://pubs.shure.com/guide/MXA-MUTE
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コピー/ペースト

アイテム間の設定をコピーして貼り付けます。例えば、イコライザーカーブをUSB出力で設定し、同じ設定をアナログ出力で

も使用します。または、ゲインとミュートのステータスをひとつの入力チャンネルから複数のチャンネルにコピーします。

ミュート/ミュート解除

チャンネルをミュートまたはアクティブにします

有効/無効
処理をオンまたはオフにします（マトリクスミキサーまたはオートミキサーには適用されません）

編集

パラメーターを調整するダイアログを開きます

グローバル（空白領域を右クリックする）

すべての入力をミュート

すべての入力チャンネルをミュートします

すべての出力をミュート

すべての出力チャンネルをミュートします

すべての入力のミュートを解除

すべての入力チャンネルのミュートを解除します

すべての出力のミュートを解除

すべての出力チャンネルのミュートを解除します

すべてのダイアログを閉じる

ワークスペースから、開いているすべてのダイアログをクリアします

ワークスペースをカスタマイズ
単一画面から一連の入力、出力、および処理ブロックをモニターおよび制御するカスタム環境を作成します。ダイアログを中断す

るには2つの方法があります。

右クリック > 編集
入力、出力、または処理ブロックで右クリックします。

重要なコントロールに必要な数のダイアログを開きます。

メーターと音声ルーティング
メーターは各入力と出力の下に表示され、信号レベル（dBFS）を示します。

接続が確立されると、入力と出力をマトリクスミキサーに接続するラインは色つきで表示されます。信号がルーティングされてい

ない場合は、ラインがグレー表示されます。これらのツールを使って音声信号をトラブルシューティングし、接続とレベルを検証

します。
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ミュートおよびフェーダーグループ

ミュートグループ

ミュートグループボックスにチェックを付けると、そのチャンネルはグループに追加されます。

ミュートグループ内のいずれかのチャンネルをミュートすると、グループ内のすべてのチャンネ

ルがミュートされます。

フェーダーグループ

フェーダーグループボックスにチェックを付けると、そのチャンネルはグループに追加されま

す。グループ内のすべてのフェーダーがリンクされ、1つのフェーダーを調節すると、グループ

全体のフェーダーも同時に動きます。

入力レベルの調整
アナログチャンネルとDanteチャンネルのレベルは、［入力］タブで調整可能です。

ANIUSB-MATRIXに達する前の入力レベルを監視するには、［設定］メニューで［プリゲイン］に計測を設定します。フェーダー

を調整する際は、計測を［ポストゲイン］に設定します。

Danteソース

ネットワークインターフェースに届く前での音源のレベルを確認します：

ネットワーク接続されたマイクロホンまたはDante音源が標準の出力レベル設定で動作していることを確認します。

DesignerでMXAマイクロホンのレベルを調整します。

Designerでデジタルゲインを調整します。

フェーダーを使用するか、ゲイン値を入力します。

デジタルゲインは、マトリクスミキサーの手前で信号レベルを調整します。

これらのレベルは、メーターで最大チャンネルがピークレベル（0 dB）にならない範囲で、できるだけ大きくなるよう

に設定します。

注：マトリクスミキサーは、クロスポイントゲインを提供し、異なる出力に対して別々のサブミックスを調整します。

アナログソース
始める前に、出力レベルを調節できるアナログ機器のレベルが公称レベルで機能していることを確認します。フェーダーは、信号

がマトリクスミキサーに達する前にデジタルゲインを調整します。

アナログ入力レベル設定を、入力信号のレベルに合わせます：

ライン：（+4 dBu）

Aux：（-10 dBV）

フェーダー（デジタルゲイン）を使って、USBまたはDante出力チャンネルに向かうミックスを調整します。

出力レベルの調整
ヒント：設定メニューで計測をポストフェーダーに設定し、出力レベルを調整します。

「出力」セクションのフェーダーを必要な高さに調整しますが、クリッピングを回避します（信号が0 dBFSに到達した場合）。出力

ゲインの前に、必ずマトリクスミクサーで入力ゲインとクロスポイントゲインを調整します。

アナログ調整レベル：受信デバイスの感度に適したLine、AuxまたはMicレベル出力を選択します。

パラメトリックイコライザー
パラメトリックイコライザーで周波数特性を調整し、音質を最大限に高めます。
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イコライザーの一般的用途：

スピーチの了解度の改善

空調システムやビデオプロジェクターからの雑音の低減

部屋の不規則性を軽減

PAシステムの周波数特性の調整

システムを構成するためにShure Designerソフトウェアを使用している場合、このトピックの詳細については、Designerのヘルプセクションを確認してくだ

さい。

フィルターパラメーター設定
周波数特性グラフのアイコンを操作するか、数値を入力してフィルター設定を調整します。フィルターの横にあるチェックボック

スでフィルターを無効にできます。

フィルターの種類

一番最初と最後の帯域のみフィルタータイプが選択できます。

パラメトリック：カスタマイズ可能な周波数範囲内の信号を減衰またはブーストします

ローカット：選択した周波数以下の音声信号をロールオフします

ローシェルフ：選択した周波数以下の音声信号を減衰またはブーストします

ハイカット：選択した周波数以上の音声信号をロールオフします

ハイシェルフ：選択した周波数以上の音声信号を減衰またはブーストします

周波数

カット／ブーストするフィルターの中心周波数を選択します

ゲイン

フィルターのレベルを調整します（+/- 30dB）

Q
フィルターの影響を受ける周波数範囲を調整します。この値が大きくなるにつれ、帯域幅は狭くなります。

幅

フィルターの影響を受ける周波数範囲を調整します。値はオクターブで表されます。

注：Qおよび幅のパラメーターは、同じ形で等化曲線に影響を及ぼします。相違点は、値の表示方法のみです。
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1.
2.
3.

Export Equalizerチャンネル設定をコピー、ペースト、インポートおよびエクス
ポートする
これらの機能を使用すると、前のインストールから有効なイコライザー設定を使用することが簡単になったり、設定時間を短縮で

きたりします。

コピーおよびペースト

複数のチャンネルすべてに対して、同じPEQ設定を適用するのに使用します。

PEQスクリーンでプルダウンメニューからチャンネルを選択します。

コピーを選択します。

プルダウンメニューで、PEQ設定に適用するチャンネルを選択してから [Paste] を選択します。

インポートおよびエクスポート

コンピューター上のファイルからPEQ設定を保存して読み込むのに使用します。これは、システムのインストールに使用するコン

ピューター上に再使用可能な設定のライブラリを作成するのに役立ちます。

エクスポート

PEQ設定を保存するチャンネルを選択し、ファイルにエクスポートを選択します。

インポート
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3.

PEQ設定を読み込むチャンネルを選択し、ファイルからインポートを選択します。

イコライザーの用途
会議室の音響は部屋の大きさ、形、建築材料に左右されます。以下の表のガイドラインを使用してください。

EQ用途 推奨設定

音声了解度改善のための高域ブースト
ハイシェルフフィルターを加えて、1 kHzよりも3～6dB程度高
めます。

空調雑音の低減
ローカットフィルターを加えて、200 Hz以下の周波数を減衰

させます。

フラッターエコーおよびシビランスの低減

部屋を「煽る」特定の周波数範囲を特定します：

Q値を狭く設定します

ゲインを+10から+15dB間まで増加させた上で1 kHzか

ら6 kHz間の周波数を試すと、フラッターエコーやシビ

ランスの範囲を特定できます。

特定された周波数のゲインを下げ（-3から-6dBの間で

スタート）、不要な部屋の雑音を最小にします。

部屋の反響や共鳴音を低減します

部屋を「煽る」特定の周波数範囲を特定します：

Q値を狭く設定します。

ゲインを+10から+15dB間まで増加させた上で300 Hz
から900 Hz間の周波数を試すと、共鳴周波数を特定

できます。

特定された周波数のゲインを下げ（-3から-6dBの間で

スタート）、不要な部屋の雑音を最小にします。

カスタムプリセット
プリセットを使用すると設定のすばやい保存や呼び出しができます。様々な座席配置に合わせて、各デバイスには最大10種類のプ

リセットを保存できます。プリセットには、デバイス名、IP設定、およびパスワードを除き、すべてのデバイス設定が保存されま

す。新しい設置へのプリセットのインポートとエクスポートを行うことにより、時間を節約し、ワークフローを改善することができ

ます。プリセットが選択されている場合、プリセットメニューの上に名前が表示されます。変更が行われると、名前の横にアスタ

リスク (*) が表示されます。

注：工場出荷時設定に戻すには、デフォルト設定プリセットを使用します（デバイス名、IP Settings、およびPasswordsを除く）。

次のプリセットメニューを開いて、プリセットオプションを表示します：

プリセットとして保存: デバイスへの設定を保存します

プリセットをロード: デバイスから設定を開きます

ファイルからインポート:
コンピュータからプリセットファイルをデバイスにダウンロードします。ファイルは、ブラウザ

を介して選択するか、インポートウィンドウにドラッグすることができます。

ファイルにエクスポート: デバイスのプリセットをコンピュータに保存します
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マトリクスミキサー
マトリクスミキサーは、シンプルかつ柔軟なルーティングのため、入力と出力間の音声信号をルーティングします：

単一入力チャンネルを複数出力に送信する

複数入力チャンネルを単一出力に送信する

クロスポイントゲイン
クロスポイントゲインは、特定の入力と出力間のゲインを調整して、入力または出力フェーダー設定を変更せずに別のサブミック

スを作成します。任意のクロスポイントでdB値を選択して、ゲイン調整パネルを開きます。

ゲインステージング：入力フェーダー > クロスポイントゲイン > 出力フェーダー

チャンネルのルーティング
入力と出力が交差するボックスを選択することにより、接続します。

ANIUSB-MATRIX Default Routes
The matrix mixer creates these default routes. Adjust them to fit your needs.

通話ステータスの使用
Designerの通話ステータス機能は、マイクロホンのLEDを使用して、ビデオ会議中かどうかを表示します。これはロケーションレ

ベルの機能であるため、Designerのロケーションにあるすべてのマイクロホンに適用されます。
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使用方法：

すべてのマイクロホンとプロセッサー（ANIUSB-MATRIX、IntelliMix Room、P300）を同じDesignerの場所に置きます。

マイクロホン信号をプロセッサーに手動で、またはDesignerの最適化ワークフローを使用してルーティングします。

［ロケーション］ > ［設定］ > ［通話ステータス］に進み、［通話ステータス］を有効または無効にします。

［通話ステータス］が有効になっている場合：

マイクロホンLEDオフ＝通話中ではない

マイクロホンLEDオン＝通話中

通話ステータスは次のコーデックに対応しています。

Microsoft Teams
Microsoft Teams Rooms
Zoom Client for Meetings
Zoom Rooms

注：コーデックがChromeオペレーティングシステムを搭載したコンピューター上で実行されている場合、通話ステータスは機能しません。

暗号化
暗号化は、部屋レベルで動作します。これは、部屋に含まれるすべてのデバイスにこれらの設定がある必要があることを意味しま

す。音声は、アメリカ国立標準技術研究所（NIST）の公表文献FIPS-197の規定に従い、Advanced Encryption 
Standard（AES-256）を使用して暗号化されています。サードパーティデバイスでは暗号化がサポートされていません。

暗号化を有効にするには：

部屋で、右上にある （［設定］）をクリックします。

［音声暗号化］を選択します。

［Enable Encryption］を選択します。

その他のオプションを使用すると、暗号化を再キー化したり、暗号化が以前に有効になっていて、不要になった場合に無効にした

りできます。

重要：暗号化を有効にするには：

暗号化は、同じ部屋に存在する、すべての接続済みShureデバイスで有効または無効にする必要があります。

暗号化をオンまたはオフにするには、DanteコントローラーでAES67を無効にする必要があります。AES67の暗号化は現在、

サポートされていません。

注：ファームウェアが3.xと4.xのデバイス間では暗号化は機能しません。暗号化を使用するには、すべてのデバイスを同じメジャーファームウェアバージョンにアッ

プデートしてください。

ネットワーキングおよびDante
Danteネットワーキングのスイッチとケーブルに関する推奨事項
スイッチとケーブルによって音声ネットワークのパフォーマンスが決まります。高品質のスイッチとケーブルを使用して、音声ネッ

トワークの信頼性を高めます。
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ネットワークスイッチには次のものが必要です。

ギガビットポート。10/100スイッチは小規模ネットワークでは動作しますが、ギガビットスイッチの方が高い性能を発揮しま

す。

電源を必要とするすべてのデバイスに対する、パワーオーバーイーサネット（PoE）またはPoE+ポート

ポート速度、エラーカウンター、および使用帯域幅に関する情報を提供する管理機能

エネルギーエフィシエントイーサネット（EEE）をオフにする機能。（「グリーンイーサネット」とも呼ばれる）EEEは、音声ド

ロップアウトやクロック同期に問題を引き起こす可能性があります。

厳密な優先順位と4つのキューを持つDiffserv（DSCP）サービス品質（QoS）

イーサネットケーブルは次のようになります。

Cat5e以上
シールド

詳細については、回避するスイッチに関するFAQを参照してください。

Shureデバイス用Danteフロー
Danteフローは、あるDanteデバイスから別のDanteデバイスに音声をルーティングするたびに作成されます。1つのDanteフローに

は、最大4つの音声チャンネルを含めることができます。例えば、使用可能な5つのチャンネルすべてをMXA310から別のデバイス

に送信すると、1つのフローに最大4つのチャンネルを含めることができるため、2つのDanteフローが使用されます。

各Danteデバイスには、特定の数の送信フローと受信フローがあります。フローの数は、Danteプラットフォームの機能によって決

まります。

ユニキャストおよびマルチキャスト伝送設定は、デバイスが送受信できるDanteフローの数にも影響します。マルチキャスト伝送を

使用すると、ユニキャストフローの制限を解決するのに役立ちます。

Shureデバイスは、異なるDanteプラットフォームを使用しています。

Danteプラットフォーム
プラットフォームを使用した

Shureデバイス
ユニキャスト送信フロー制限 ユニキャスト受信フロー制限

Brooklyn II
ULX-D、SCM820、

MXWAPT、MXWANI、
P300、MXCWAPT

32 32

Brooklyn II（SRAMなし）
MXA920、MXA910、

MXA710、AD4
16 16

Ultimo/UltimoX
MXA310、ANI4IN、

ANI4OUT、ANIUSB-
MATRIX、ANI22、MXN5-C

2 2

DAL IntelliMix Room 16 16

Danteフローの詳細については、よくある質問やAudinateからご覧ください。

デバイス名をDanteネットワークにプッシュする
Danteコントローラーに表示されるデバイス名を表示するには、設定>概要へと移動して、 デバイス名に名前を入力します。Dante
へのプッシュを選択して、ネットワークに表示される名前を送信します。

注：Danteコントローラーに表示される名前は「-d」が付いています。

https://service.shure.com/s/article/disqualified-network-switches-for-shure-dante-devices?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/disqualified-network-switches-for-shure-dante-devices?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/disqualified-network-switches-for-shure-dante-devices?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/disqualified-network-switches-for-shure-dante-devices?language=en_US
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.audinate.com/
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Dante Domain Managerとの互換性
このデバイスは、Dante Domain Managerソフトウェア（DDM）と互換性があります。DDMは、DanteネットワークおよびDante
対応製品のユーザー認証、役割ベースのセキュリティ、および監査機能を有効にするネットワーク管理ソフトウェアです。

DDMによって制御されるShureデバイスの考慮事項：

ShureデバイスをDanteドメインに追加する場合は、ローカルコントローラのアクセスをRead Writeに設定します。そうしない

と、Dante設定にアクセスしたり、工場出荷時設定へのリセットを実行したり、デバイスのファームウェアを更新したりでき

なくなります。

デバイスとDDMが何らかの理由によりネットワーク経由で通信できない場合は、Dante設定の制御、工場出荷時設定へのリ

セットの実行、またはデバイスファームウェアの更新を行うことができなくなります。接続が再確立されると、デバイスは

Danteドメインで設定されたポリシーに従います。

Danteデバイスロックがオンの場合、DDMがオフラインの場合、またはデバイスの設定が［防止］に設定されている場合、一

部のデバイス設定は無効になります。これには、Dante暗号化、MXW関連付け、AD4 DanteブラウズとDanteキュー、および

SCM820リンクが含まれます。

詳細については、Dante Domain Managerドキュメントを参照してください。

注：ファームウェア4.1.x 以降に適用されます。

IP設定の構成
IP設定はShure Designerソフトウェアで管理します。初期設定では、自動（DHCP）モードに設定されています。DHCPモードで

は、デバイスはDHCPサーバーからIP設定を受け取り、またはDHCPがない場合には自動的にリンクローカル設定へフォールバック

します。また、IPアドレスは手動で設定することもできます。

IPプロパティを設定するには、以下のステップに従ってください。

デバイスの設定ウィンドウを開きます。

設定タブに移動し、ネットワークを選択します。

オート (自動)またはマニュアル (手動)を選択します。オート (自動)を使用した場合、アドレスは自動的に割り当てられま

す。マニュアル (手動)セットアップについては、手動設定に関する説明に従ってください。

レイテンシーを設定する
レイテンシーとは、デバイスの出力へとシステム内を移動する信号が要する時間量です。デバイスとチャンネル間のレイテンシー

時間の変化に対応するため、Danteにはレイテンシー設定が選択できるようになっています。同じ設定を選択した場合、ネット

ワーク上のすべてのDanteデバイスは確実に同期できます。

これらのレイテンシー値を出発点として使用してください。設定で使用する正確なレイテンシーを決定するには、設定を割り当

て、Danteオーディオをデバイス間で送信し、AudinateのDanteコントローラーソフトウェアを使用してシステムの実際のレイテン

シーを測定します。続いて、利用できる最も近いレイテンシー設定に端数を切り上げて、それを使用します。

レイテンシーの設定を変更するには、AudinateのDanteコントローラーソフトウェアを使用します。

レイテンシーの推奨
レイテンシーの設定 スイッチの最大数

0.25 ms 3

0.5 ms（初期設定） 5

1 ms 10

2 ms 10+

https://audinate.com/
https://audinate.com/
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IP Ports and Protocols

Shure Control

Port TCP/UDP Protocol Description
Factory 
Default

21 TCP FTP Required for firmware updates (otherwise closed) Closed

22 TCP SSH Secure Shell Interface Closed

23 TCP Telnet Not supported Closed

53 UDP DNS Domain Name System Closed

67 UDP DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Open

68 UDP DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Open

80* TCP HTTP Required to launch embedded web server Open

443 TCP HTTPS Not supported Closed

2202 TCP ASCII Required for 3rd party control strings Open

5353 UDP mDNS Required for device discovery Open

5568 UDP SDT (multicast) Required for inter-device communication Open

57383 UDP SDT (unicast) Required for inter-device communication Open

8023 TCP Telnet Debug console interface Closed

8180 TCP HTML Required for web application (legacy firmware only) Open

8427 UDP SLP (multicast) Required for inter-device communication Open

64000 TCP Telnet Required for Shure firmware update Open

*These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

See Audinate's website for information about ports and protocols used by Dante audio.

コマンド文字列の使用
このデバイスはネットワークからロジックコマンドを受け取ります。Designerによりコントロールされるパラメーターの多くは、適

切なコマンド文字列を使用することでサードパーティ製のコントロールシステムからコントロールできます。

一般的な用例：

ミュート

LEDの色および動作

プリセットの読み込み

†

†

†

†

https://www.audinate.com/learning/faqs/which-network-ports-does-dante-use
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• レベルの調整

コマンド文字列の完全なリストは、次の場所にあります。

pubs.shure.com/command-strings/ANIUSB-Matrix.

リセット
リセットボタンは、リアパネルにある小さな穴の奥にあります。ボタンを押すには、ペーパークリップなどを使用します。

2種類のハードウェアリセット動作があります：

ネットワークリセット（ボタンを4～8秒間押す）

ShureコントロールおよびオーディオネットワークのIP設定をすべて工場出荷時設定にリセットします

完全工場出荷時設定リセット（ボタンを8秒以上押す）

ネットワークとDesignerのすべての設定を工場出荷時設定に戻します。

ソフトウェアリセットオプション
完全にハードウェアをリセットせずに設定を元に戻すには、次のオプションのいずれかを使用します：

デバイスの再起動：電源オン/オフを行うことでデバイスをネットワークから切断したようにふるまいます。デバイスは、すべての

設定を保持したまま再起動します。

Default Settings：音声設定を工場出荷時設定に戻すには（デバイス名、IP Settings、およびPasswordsを除く）、ロードプリ

セットを選択して、デフォルト設定プリセットを選択します。

トラブルシューティング
問題 解決策

Google Chromeブラウザでソフトウェアの遅延が生じる
問題はブラウザに関連しています。Chromeでハードウェアア

クセラレーションオプションをオフにします。

音がこもる

イコライザーを使って周波数レスポンスを調整します。適切な

使用についてはイコライザーアプリケーションを参照してくだ

さい。

オーディオの音が高すぎる、またはピッチが低すぎる

コンピューターのサウンド設定で、再生と録音のサンプルレー

トの設定が同じであることを確認します。これらのサンプル

レートが一致していないと、オーディオの音が高すぎたり、

ピッチが低すぎたりする可能性があります。

ハードウェアがデバイス検出に表示されない

確実にデバイスに電源が入っていることを確認します

PCと装置が同じネットワークにあり、同じサブネットに設定

されていることを確かめます

デバイスに接続していない他のネットワークインターフェース

をオフにします（WiFiを含む）

DHCPサーバーが作動しているかチェックしてください（該当

する場合）

https://pubs.shure.com/command-strings/ANIUSB-Matrix
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問題 解決策

デバイスをリセットします

音声なし

コンピューターの音声デバイスまたはプロパティパネルで、音

声デバイスとしてANIUSB-MATRIXが選択されていることを確

認します

音声チャンネルはマトリクスミキサー経由で出力にルーティン

グされる必要があります

Dante Controller ソフトウェアでデバイス間の接続を確立す

る必要があります

ケーブルを点検します

入力/出力チャンネルがミュートされていないことを確認しま

す

フェーダーレベルの設定が低すぎないことを確認します

暗号化エラーが発生していないことを確認します -- パスフ

レーズの不一致、または暗号化が1台のデバイスでのみ有効化

されていると音声に障害が発生します。

Dante音声チャンネルにルーティングできない
Audinate （www.audinate.com）から最新バージョンのDante 
Controllerをインストールします。

ハードウェアの電源が入らない

ネットワークスイッチはパワーオーバーイーサネット（PoE）

を供給する必要があります。そうでない場合は、PoEインジェ

クターを使用する必要があります

ネットワークケーブルと接続を点検します

イベントログ
イベントログには、デバイスの電源オン時からの動作の詳細説明が記録されています。ログはアクティビティエントリを最大1,000
件まで収集し、最後の電源サイクルに応じてタイムスタンプします。エントリは内部メモリに保管され、デバイスをオフにして再

起動してもクリアされません。エクスポート機能を使うと、ログデータを保存してソートするCSV（カンマ区切り値）文書が作成

されます。

トラブルシューティングまたはShureシステムサポートへの問い合わせを行う際には、詳細についてログファイルを参照します。

イベントログを表示するには：

「ヘルプ」メニューを開きます

イベントログの表示を選択します

深刻度レベル

情報

アクションまたはイベントは正常に完了しました

警告

アクションは完了できませんが、全体的な機能は安定しています

エラー

機能を妨げる可能性のある問題が発生しました。

™

®
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ログ詳細

ノート

IPアドレスとサブネットマスクを含む、イベントとエラーに関する詳細を提供します。

タイムスタンプ

最近の再起動以降のPower cycles:days:hours:minutes:seconds。

イベントID
内部参照のためのイベントタイプを示します。

ヒント：フィルタを使用して結果を絞り込みます。カテゴリ見出しを選択してログをソートします。

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。

仕様
一般

アナログ接続

入力 (1) 3ピンブロックコネクター (アクティブバランス)

出力 (1) 3ピンブロックコネクター (インピーダンスバランス)

USB接続
(1) USB 2.0, タイプ B

シングルポートには入力と出力チャンネルが1つずつあります (統合モノ)

ネットワーク接続 (Danteデジタルオーディオ)
(1) RJ45

4つの入力チャンネル、2つの出力チャンネル

極性
非反転、すべての入力から出力

使用電源
パワーオーバーイーサネット（PoE）, クラス0. (PoE Plus 対応).

消費電力
6.5W, 最大

質量
668  g (1.5 lb)

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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寸法
高さ×幅×奥行き

4 x 14 x 12.8 cm ( 1.6 x 5.5 x 5.0 インチ)

コントロールソフトウェア

Shure Designer

動作温度範囲
−6.7°C (20°F) ～ 40°C (104°F)

保管温度範囲
−29°C (-20°F) ～ 74°C (165°F)

熱出力損失

最大 6.8W ( 23.0BTU/時)

標準 6.0W ( 20.8BTU/時)

音声

周波数特性
+1, -1.5 dB

20 ～ 20,000 Hz

Danteデジタルオーディオ

サンプリングレート 48 kHz

ビット深度 24

USB 音声
サンプリングレート 48 kHz

ビット深度 16, 24

遅延

Danteレイテンシーを含みません

アナログ-アナログ 0.98 ms

アナログ-Dante 0.39 ms

Dante-アナログ 0.72 ms

Dante-Dante 0.14 ms

ダイナミックレンジ
20 Hz～20 kHz, Aウェイト, 標準

アナログ-Dante 113dB

Dante-アナログ 117dB

等価入力ノイズ
20 Hz～20 kHz, Aウェイト, 150Ω端子か入力
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Line -86 dBV

Aux -98 dBV

THD（全高周波歪率)
@ 1 kHz, 0 dBV 入力, 0dB アナログゲイン

<0.05%

同相除去比
150Ωバランスソース @ 1 kHz

>70dB

インピーダンス

10.6 kΩ

入力 クリッピングレベル

Line +27 dBV

Aux +15 dBV

出力クリッピングレベル

Line +20 dBV

Aux +0 dBV

マイクロホン -26 dBV

組み込み デジタル信号処理

チャンネ

ル毎

イコライザー (4バンドパラメトリック, アナログとUSB出力チャンネルのみ) , ミュート, リミッター, ゲイン ( 140dB 
範囲)

システム マトリクスミクサー

ネットワーク

ケーブル要件
Cat 5e以上 (シールドケーブル推奨)

オプション及び交換パーツ
19インチラックトレイ CRT1

製品安全情報
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。
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

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

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。

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、つっかけて怪我をしないよう注意してください。

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。

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。この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意。この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が

想定される内容です。

重要な製品情報
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。

注：このデバイスは公共のインターネットネットワークに直接接続されることを意図していません。

環境E2へのEMC適合：業務用および軽産業用。テストは、同梱および推奨のケーブル使用に基づきます。シールド（スクリーン）型以外のケーブルを使用した場

合はEMC性能が低下します。
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1.
2.

Shure社によって明示的に承認されていない変更または修正を加えると、この機器を操作する 権利が無効になります。

産業のカナダICES-003コンプライアンスレベル：CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

FCCパート15Bの認証条項により認可。

電池、パッケージ、電子廃棄物については地域のリサイクル方法に従ってください。

Dante is a registered trademark of Audinate Pty Ltd.

ユーザー情報
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。本機器は電磁波を発生、使

用または放射する場合があります。メーカーの取扱説明書に従って設置して使用しないと、無線およびテレビの受信に妨害を引き

起こす可能性があります。

注記：FCC規制では、Shure社によって明示的に承認されていない変更または修正を加えると、この機器を操作する権利が無効に

なることが規定されています。

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。

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。

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
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
TEL：+49-7262-92 49 0
Eメール：info@shure.de
www.shure.com

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。

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
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