
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。

   本製品には、ガンや先天性欠損症をはじめとする生殖機能の異常を引き
起こすことがカリフォルニア州当局により明らかにされている化学物質が
含まれています。

概要
パッシブ指向性アンテナのShure PA805Z2-RSMA は、軸外RF信号を排除
してRFパフォーマンスを向上させます。遠隔地に設置されたアンテナは、
直接送信機に向けることができます。

アンテナは、マイクロフォンスタンドや別設置の壁マウントブラケットに
取り付けることができ、無指向性半波長アンテナの標準以上の以下のよう
な特長をもっています。

• 干渉の減少
• 信号対雑音比の向上
• アンテナ利得（8 dBi）によりケーブル損失の問題を解決

取り付け方法
1. アンテナを受信機またはアンテナ/電源分配システムに接続するのに必要なケーブルの長さを決定します。長いケーブルは電力使用量増加と信号損失を伴
うので、可能な限り短いゲーブルを使用します。
   信号損失を回避するには、低損失リバースSMAケーブルのみを使用します。
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2. アンテナを受信機やアンテナ/電源分配システムのANTENNA AおよびANTENNA Bのポートに接続するには、リバースSMAケーブルを使用します。
3. 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。アンテナは、後部を干渉源（Wi-Fiアクセスポイントなど）に
向けながら送信機の方向に向けます。アンテナは遠くに設置するほどにダイバーシティ性能を向上させます。性能を最適化するためには、アンテナを建
物の前ではなくステージ付近に設置することにより、送信機とアンテナ間の距離を最短にします。

  ワイヤレスシステムを使用する前に必ずウォークアラウンドテスト（実地検証）を行い、スピーチやコンサート中の移動範囲をカバーしていることを確認
します。アンテナの配置をさまざまに変えてみて、最適な場所を見つけます。必要に応じ、問題の発生する場所にマークを付け、プレゼンターや演奏者にそ
の場所を避けるよう伝えます。

power

mic

instr / aux

line

FW updateantenna B antenna A

GLXD4R

ケーブルの選択
2.4 GHzで損失タイプ長さケーブル

1dBリバースSMA0.6 m (2 フィー
ト)UA802-RSMA

1dBリバースSMA1.8 m (6 フィー
ト)UA806-RSMA

1.5dBリバースSMA3 m (10 フィー
ト)95C31342

2.4 GHzで損失タイプ長さケーブル

3.3dBリバースSMA7.6 m (25 フィー
ト)UA825-RSMA

6.4dBリバースSMA15.2 m (50
フィート)UA850-RSMA

6.8dBリバースSMA30.4 m (100
フィート)UA8100-RSMA

詳細な技術サポートが必要な場合は、Shure カスタマーサービス部までご
連絡ください。

付属品
95C313423m（10フィート）リバースSMAケーブル (1)
31B1856真鍮アダプタ

オプション及び交換パーツ
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UA505-RSMAリモートアンテナ取付キット
UA846Z2周波数マネージャー(アンテナ/電源分配システム)
UA221-RSMAリバース SMA パッシブアンテナ・スプリッター(900

MHz ISM、DECT、2.4 GHz)
UA802-RSMA0.6 m (2 フィート)リバースSMAケーブル
UA806-RSMA1.8 m (6 フィート)リバースSMAケーブル
95C313423m（10フィート）リバースSMAケーブル
UA825-RSMA7.6 m (25 ft.)リバースSMAケーブル
UA850-RSMA15.2 m (50 フィート)リバースSMAケーブル
UA8100-RSMA30.4 m (100 フィート)リバースSMAケーブル
95A32436リバースSMAバルクヘッドアダブター、ロックワッ

シャー、ナット

仕様
周波数帯域
<2:1 電圧定在波比（VSWR）

2050 ～ 2700 MHz

アンテナゲイン
@ 2.45 GHz, 標準

8 dBi

3dB 水平ビーム幅
100 度

効率
@2.45 GHz, 標準

89 %

インピーダンス
50 Ω

偏光
リニア

前後電界比
@ 2.45 GHz, 標準

24dB

コネクターの種
リバースSMA

寸法
105 x 164 x 27.5 mm 高さ×幅×奥行き

質量
2.5 オンス
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2.05  GHz
2.65  GHz
2.45  GHz

2.25  GHz

指向特性

認証
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

Shure IncorporatedPA805Z2-RSMA            

4/4Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA Phone: +1-847-600-2000 Email: info@shure.com


	安全のための重要注意事項
	概要
	取り付け方法
	ケーブルの選択
	付属品
	オプション及び交換パーツ
	仕様
	認証

